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| 共通組み立て説明書 | 

Lh 注意
お買い上げのお客様へ必ずお読みください。


-本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください0


・小さな部品があります。 口の中には絶対に入れ砿いでください。 窒息の危険があります。
|・誤飲の危践がありますので、 3才未満のお子様には絶対に与え思いでください。 

fl+'←夫封一骨一号さ使用串秀*'マグネ少同手←4連結掛て~二三づけなじよろ』仲ー 
|ご注意ください。

・マグネットカプラー(連結器の部品)は磁石在使用していますので、テレビ・時計・パソコンなどに

近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。


〈組み立てる時の注意〉
・取り付け部を無理な方向に曲げたり引っ掻ったりしないでください。
.部届はプラスチッヲ用ニッパー芯どできれいに切り取りましょう。切り取った後のヲズは捨ててください。
・部品の中には、やむをえす、とがった部分があDますので、気をつけて組み立ててください0
・ステッカー l乱必要芯部分を切り抜いて賠ってくだ古い。
.部品の加工の際の刃物、工具などのご使用にあたっては、それぞれの取銀い説明書をよく
読んで正しく使用してください。 

eNゲージ鉄道模型のパーツ芯どのご使用にあたっては、それぞれの取鼠い説明書をよく
読んで正しく使用してください。 

{お買い上げのお客様へ} 不都合芯点がございましたら、下記までお問い合わせください。

《電話受付先》 パンダイお客様相談センタ?


干 277-8511 柏市皇四季241-22 ナビダイヤル 1J!")γIJ-1It11-11 1l 


・受柑時間 10時-17時(祝日 ‘ 軍事害事体業日を除<)
 

PHS 、 IP電話等をご利用の方は04-7146-0371 におかけください.


《商品・修理品送付先》 パンダイ 栃木修理・配送センター


干321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5・4-67
 

.営業時間 10時-17時 (土、 目、祝日、軍事。害事休韓日を除く 〉 電話番号はお害権相談センター共通
 

ゲーシ化用パーツの取り制す方法 ?学怒号2諒渓æ皮膚 l 
*Bトレインショーティーは、動力ユ二ツト(別売)を装着することで、 Nゲージの線路上を走行させることができます。

①機関車への動力ユニットの取り付け
.問トレインショーティー専用・動力ユニット日・健闘車用』を使用します。
 

号 「百F戸喜石7 通常色(黒)と、グレ→〈あり討。
 

高話左語道両官苛ー 

|・Nゲージ用の線路、コントローラーなどは、別途ご用意ください0
I ;線路、コントロ ラ は、 各社のNゲジ規格の製品が共通に使用できます。
*Nゲージにおける使用方法i主、各社・ Nゲージの取り扱い説明書をご覧ください。

1*床板前後の穴牝左右2肺・走行条件によって、牽引できる車両の数は変わります。
I ;動力ユニット1 台で、通常は4両程度開 I( 自草含む)することができます。
I (勾配区間や急力一ブのある線形では、牽引できる両数が制限されます。)

.KATO製の動力ユニットを使用することもできます。 

①機関車用・動力ユニット(スカートは取り外してください) 伝言元ム DF50 ， DD53など、
|品番11 ・103 1 ポケットライン用動力ユニット 川 の低い車両に装着できません。 

l 牟 1 1-1 03は、繭入時にはカブラーポケyトの内側にストッパー(プラ小片〉が入っていますので、
必ずストyパーを取り外してから益着してください。

②電車・気動車用・動力ユニット(台車レリーフは取り付けできません。 )

このほか、 割りピン取り付け方式の、各社
台車を取り付けることができます。

-パンタグラフの交換

(カブラーの取付け方) ・議主主張32 ベゆ 

l口♀|問.器;;d v

制ft博中間)中品難民)


d鞠喧喧縄県~ I の爪円、車体と固定し討。 
一 一 . -、 目 。 

本床板(シャ シ)部分を外して、動力ユニットに交換・装着してください。

本スノープロウは着脱可能です。(力プラーポケットの溝l二、爪をしっかりと掛けてください。 J 

*EF2∞. EF210. 00回などでま、車体畳が長いためカブラーの首銀助電充分にできません。
重連運転や、極小カーブ.$カーブよでは、連絡が不安定な場合地渇>~)ますのでご注意ください。

⑧電車・気動車及び路面電車への動力ユ二ツトの取り付け
・ rsトレインショーティー専用・動力ユこツト固・電車・気動車周j

もしくは『同動力ユニット図・路面電車周』を使用します。


~，!:，-寸 - 1甘明竺"1lrつ~~ 1* 左右4箇所の爪ψで、車体
仁#日~主芳3Tõiç::::II と固定します。 

O-r-nJi"吉町一z実相オ判官冊目~ 1* ゆるい場合には、商面子ープ 
'-'-t似村区淵 R R阪ζ羽1 K((O))~R同限Q肌.0\r--' 1 などで固定してください。

出イラストは『動力ユニット図 電車・気動車用」です。 f動力ユニット図路面電車用」に|揃桂のカブラ はありません。
本床板(シャ シ)部分在外して、動力ユニットに交換・装着してください。

本台車側面に、台車レリ フを取り付けてください。 
(追加ウェイトは、走行状況に応じて慣用してください。車内の空きスペ ス!こ、両面子 ブなどで固定します。)

⑧トレーラー(動力の無い車両)への台車の取り付け 
.rsトレインショーティー事凋・走行台車凪』を使用します。
*台車部分を外して(床板は付けたまま)、走行台車をセン告ーピン穴に装着してください。
取り付けがゆるい場合には、走行台車の取り付けピンを広げて調整してください。
本台車側面に、台車レリーフを取り付けてください。
*旧世イプ床板では、台車の回転止めピンがあります。 また、初代床板では力プラ一台座
と車輪止め用ピンがありますので、走行台車と当たる部分は切り取って使用してください。

*台車に取り付けた「台車レリーフ」が走行中に落下しないように、取り付けがゆるい場合 t 
'0 には接着剤などを使用して固定してくださ~

*スカートのある先頭車に、動力ユニットや走行台車を取り付ける場合は、スカートを取り
外すか、または台車のカブラ一部分を切り取ってから装績してください。

本新幹線など車体舗にカバーのある車肩では、台車レリーフを取り付けできません。

|ド目材叩…釧叩叩… IsH同叩叫ル………G旬肋ル一…フル》一一レ十日…一哨引ム灯…で引 
取り付けの「ビンなし」を使用します!I~または.ピンを切り取つて〈ださい1] 哩溜蹟照臨臨'侭樹齢B

*先頭車でスカートとダミーカブラーを付ける場合では‘ブロッヲパーツは L!，;密画「 ‘喝~
『ピンあり」を使用して‘走行台車のカブラ一部分を切り取ってください. ピンあり ピンなし 

ホ お好みのNゲージ用パンヲグラフを完11途お買い求めの上、交換してください。 

KATO:11-401 PS14 直車/('./'J1jラ7 Ijリーンマ!けZ・ 80-2:PS13:直車/('./'J1jラ7 
KATO:1 ト伺3 PS22 直置・下枠吏量WlH'./'J1jラ7 ヴリーン?ノヲス:80-3:PT42:jJ斑パン付ラ7 
KATO:1 1-404, 11-420 PS16 直車/(υ世ヲラ7 Ijリーンマツヲス 80-5:PT43:直I車パン'J1jラ7

除 "-42由主、屋根穴が4・の置担に対応します。 | ヲロスポイント:PT7 1C:シンヴルアーム・パン世'Ijラ7

このほか、取り付けピンが縦2本方式の、各社・パンーグラフを取り付けることができます。

*骨祖の交自民パーツl主、メーカー，形式によって取り付けが固い(緩い)場合もありますので、それ
ぞれ寓聾のうえ取り付けてください。またパーツによっては加工が必要なものもあります。

*動力ユニットの益婚には、車種によっては車体債の一部(ガラス，スカートなど)や、動力ユニット
の床複などを切り取る等の加工が必要な場合があります。



(屋根の組合せについて) (車体の組立て〉 

パンタ付き車 パンタなし車 <I左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。 

品 」ー-J 京王5070系 h 、 l 京王5070系

非冷房 小口口omo 0U デハ?071 山口口口口1 夕、11
②屋根を取り付けます。

富士急行 富士急行

'駘¥1001 ~ '�1¥1101モJ 、 1201 モJ 、 1301集中冷房 11 。0 ~目。。。 | モハ 1202
B
巴

]
モハ1302

モハ 1203 モJ 、 1303
モハ 1205 ' モJ 、 1305
モハ 1206 モハ1306
モハ 120日 モ，、130自 

{巴白白巴 :112J

国自由日 :135i


(パンタ付きの車両はパンタグラフを取り付けます。 ) 
③後方に割反を取り付けます。 
④左右の側面を取り付けます。 
⑤シャーシのつめに合わせて車体をかぶせます。 
⑤前面を取り付けて完成です。
(スノープラウ付きの車両は、先に前面に取り付けます。) 
⑦力プラーを最後にブロックのピンに取り付けます。

*取り付け部が固い場合があります。その場合にはドライバ の
先などを利用して、しっかりと取り付けてください。

*取説に記載されている車両は、パリ工ーション内の一部です。
前面パーツ。屋損パーツなど1;1:";車種・塗装によってセッ卜されて

いるパーツが異なります。また、生産の都合上余剰パーツが含
まれている場合がありますので、予めご了承ください。

(妻板の組合せについて)
パンタ付き車 パンタなし車

京王5070系 cτ二二ご3 京王5070系
デハ5071-5088 U司11円U ヲハ5771-5788

富士急行 阿l ド円 富士急行
モハ1001 11 I~I 11 モJ 、 1101

配管なし・窓ありー畑電車
デハ2111-2114

富士急行
モハ1102

主主戸ニ ~ モハ1301-1303

配管なし・窓なし モハ1305-1308 

( 実車の編成例 )明53ぷEt車体形状制問、ます
*記服されている編成の一部車両I~再現でき草い

富士急行1000系 場古があります。ぁ5刀、じめ=了承くた古仙

凪凪冷醐
車王軍書モハ1001 モ1\ 1101 車中式

モ1\1002 モ1 \1 102 分散式

マッ9ー制レン号モ1 \1 201 モ1 \1 301 集中式

理統1TELーモハ1202 モ1 \1 302 集中式
モ1\ 1203 モハ 1303 集中式

富士置山電車モハ1205 モ八 1305 聾申式

モハ 1206 モ1\ 130日揮申式

モ1 \1 207 モ1\ 1307 分散式

モ1\ 1 208 モ1\ 130日集中式

一畑電車2100系

凪匝
車王車寄デ1\2 1 日 l デ)\2111 3扉車

ー咽電畳間量書デ1\2 1 02 デ1\ 2 11 2 3扉車
デ1\2103 デ)\2 11 3 2扉車

デ1\2104 デ1\21 1 42扉車 

*2013年5月現在 1002， 1203， 12日7， 1208属店は塵草されています，

(ステッカーの鮒lオ位置〉叩叫の開lです・抑制却ものを選んで肱川町く叫
商晶の仕穏によ口、画像と一部形状が多少異芯る場合がございますのでご了承ください。
(刃物のお取り扱いには、充分にと注意ください。記載の無いものはお好みの位置にお砧りください。)

富士急行1000系 一畑電車2100系
車体番号側面周 車体番号側面用 

11 コ 
2111 

2113 



富士急行1000系 一畑電車2100系 京王5070系
車体書号 車体番号 社銘・ロゴ E巨体番号 
1田1・": J王回>01')パイパルカラー 側面用 前菌剤

開画用 前・用
2101・情a薗用車互民間")パ前イパ画ル用骨子 ~ ~ ~ ~ 

・ 
ヲ.{肱デるハス2ペ1ー .ZEよ01スが左砿側い薗ので積予書 }

1202" 咽柑30年間リパイパルカラー ー畑電車オリジナルカラー 陪i3AT^ ICIi3AT̂ ' e .. 事ヲ冒‘ 

(2102・"li2012隼より18.'1\;) ワンマン量-市 -倒置用のみ
-ー 空間， ，目咽宮 情

前薗用 幅四 司 9 ・ ~ 哩?咽円E 羽目

行先畢示 .岨' ・・.- ワンマン出口
ーロ咽屯 圃周輯 事ロ咽喝 

一盲 守盟思 貯 裏側面用 右倒E周
今冒 哩?官事 明
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国種別量示(富全.f寺東歪) (晶蘭畠書ス庫ペーーースが信いので辛.，
寄庫前'"'" '" • • ~ cl . ・ M 

",..... .,..,. .....A 行先表示 ロゴ・マ ク'"電2・

ヘッドマーク 3.車申史属 1: ~ :I r.~ &l 
直ヨヨ 『電宣車 置宝， 置宝:;]
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