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共通組み立て説明書 | 
ム注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。
・本商晶の対象年目障は15才以上です。対象年齢未満のお子栂には絶対に与えないでください.
.小古な部品があります。口の中には絶対に入れないでくだ古い.1置息などの危険があります.
.額飲の危慣がありますので、3才未満のお子僚には絶対に与え恕いでください。
・ベ-~~松聞の却日佐止D_:ã.=.I.遭蹴波輯l誕2w;{μ5と|トー
注意ください。

.マグネ ッ トカプラー(連結審の郎品)は磁石を使用していますので. テレビ・時計・パソコン
ZEどに近づけないでください. 磁気で槻漉異常が起こる掛合があります.

〈組み立てる時の注意〉
・取り付け磁を撫理な方向に曲げたD引っ!Iったりし思いでください。
.郵晶はプラスチック周二叫(-ta:どできれいに切り取りましょ弘切百取プと後のフズl孟鎗ててください.
.部品の中には、やむをえl'.とがった部分がありますので、気をつけて組み立ててくだ古~\.
・ステッ力ーは.必要な郵分を切り疲いて貼ってくだ古い。
.部品の加工の際の刃物、工異などのご使用にあたっては、それぞれの取銀い税明・をよく
腕んで正しく使用してくだ古い。

.Nゲージ鉄道繍型のパーツ芯どのと使用にあたって1;1:.それぞれの取銀い脱明.をよく
読んで正しく使用してください.

{お買い上げのお客織へ}不都合な点がございましたら、下記までお問い合わせください.

《電信受付先》 パンダイお客織相談センター
干277-8511 泊市霊四季241-22 ナピダイヤル lJ!'l'IU-U41-1lJl 
・畳付時間 10聞-17時〈祝日、置事害事体損日を陣(l
PHS、 IP電話曹をご利用白方は04-7146-0371 におかけください.

《商品・修理品送付先》 パンダイ 街木修理 ・ 配送センター
干321-0298 街木県下都賀郡壬隼町おもちゃのまち5-4-67

・曹蝿時間 10時-17時(土 . 8 . 続日、 置事害事休園田を陪( l ・E書曹は畠曹繕栂旗センター共通
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.1-'ローパ一 一~平均
・2両を園定通屈します・ーノラスtê"
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Nゲーシ化用パーツの取り付け方法 -立与E以波野三店11
*8トレインショーティーは、動力ユニット(別売)を遺産婦することで、 Nゲージの線路上を走行させることができます.

①機関車への動力ユヱツトの取り付け
.rBトレインショーティー専用・動力ユ=ット日・樋関車用』を使用します。

主コτ::;î JI. 通常色(鳳)と、グレーがあります。

$床板前後の穴て〉と、左右2箇所
の爪ψで、車体と固定します.

市床I!i (シャーシ)部分を外して、動力ユニットに交換・装着してください.
$スノープロウは着脱可能です.(力プラーポケットの溝に、爪をしっかりと掛けてください.l

*EF2∞， EF210， DD唱3などでは、車体長が凱、ため吻プラーの薗蜜りが充分にで曹ません。
EE適温転や、極小カーブ， 8カーブ上でl弘遭舗が不安定な緬合がありますのでご注愈ください.

②電車・気動車恐び路面電車への動力ユ=ットの取り付け
・ rBトレインショーティー専用・動力ユ=ット回・電車・気動車用J
もしくは『岡動力ユニット白・路面電車周j を使用します。

+ー「下覗阻理「ー+ $左右4箇所の爪ψで、車体
と固定します.
・ゆるい場合には、両面テープ
などで固定してください.

器イラストlま「勘力ユニット図・電車・量動車用』です.r動力ユニット 白・路面電車用」には酎量的ブラーはありません.
愈床板(シャーシ)部分を外して、動力ユ二、ノトに交換・装着してください。
本台車側面に、台車レリーフを取り付けてください。
(追加ウェイト Ii:.走行状現に応じて慣用してください. 車肉の空きスペースに、両面テープ主どで固定します.l

③トレーラー(動力の無い車両)への台車の取り付け
.rBトレインショーティー専用・走行台車凪J を使用します。
ホ台車部分を外して(床板は付けたまま)、走行台車をセン9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。
事台車側面に、台車レリーフを取り付けてください。
牟旧11イプ床板では、台車の回転止めピンがあります。 また、初代床仮ではカブラ一台座
と車輸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Jが走行中に落下しないように、取り付けがゆるい場合
には雛婚剤なとを使用して固定してください.

*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節分を切り取ってから接着してください.
*新験線など車体縄にカバーのある車両では、台車レリーフを取り付けできません.

*村>'!:l陥~ルレ-叫ムで叩は低山‘川N附ゲ一ジ刈{化tす向る碍甥胎合lは町孟Uプロ酌ツヲ似パ一ツ刈のう%ちカMプラト一 怨芯~J="晶邑 . 

刷附附…州附:mJiiJ問の…「叱砂ピDωン刈なし峨」虎雌を雄…使用町ほ岬す {ま訣…た
刻本ド先頭車でス力一トとダミ一力グラ一を付けるA楊揖合では . 7ロツ4初ill附Jパtト-ツlは立 l燭~砲直1-':是歩::.

「ピン晶り」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・ ピ与あり ピンなし.

.Nゲージ用の線路、コントローラーなどは、}JIJ途ご用意ください。
$線路、コントローラーは、各社のNゲージ規格の製品が共通に使用できます。
ホ Nゲージにおける使用方法l立、各社・Nゲージの取り扱い説明書をご覧ください.

・走行条件によって、牽引できる車両の数は変わります。
寧動力ユニット1 台で、通常は4両程度を豪雪 I ( 自車含む)することができます。

(勾配区間や急カーブのある線形では、牽引できる両数が制限されます。)

.KATOI曜の動力ユニットを使用することもできます。

dH蝿関車用・動力ユニット(スカートは取り外Lてくださいl 1. EF64o, OF50, 0053など、
|品番11 ・103 1 ポケットライン用動力ユニット 11 績の低い車両に装着できません.

φ. ， 1-1031主、 .À時にはカブラーポケットの肉備にストyパー〈プラ小片)が入っていますので.
必ずストッパーを取り舛してから笹倉してください。

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.)

-パンタグラフの交換

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.

*お好みのNゲージ用パンヲグラフを別途お買い求めの上、交換してください。

KATO:l'-40' PS14・直車パンタヲラ7 Ijリーンマックス :80-2 ・ PS13:1茸パン'~Ijラ7
KATO:I'-403 PS22:1車・下枠宮畳居パン~Ijラフ ザ川1)-ンマツイ);7， : 80-3 ・ PT42・薗車パン書デラフ
KATO:l ト404.11-420 PS16也事パンタヲラ7 Ijリーンマツヲス : 80-5:PT43 :薗竃パンタザラ7

枠 11-4201立、屋根穴が4・の置橿に対応します. 1 'Jロ1ポイント ・ PT1 1C :シンヲルアーム・パン世ヲラフ

このほか、取り付けピンが緩2本方式の.各社・パン空グラフを取り付けることができます.

*各種の交自民パーツは、メーカー，聖書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
ぞれ関盤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.

本働力ユニットの量産着には、車種によっては車体備のー侮(ガラス，スカートなど)や.勘カユニット
の康相Eなどを切り取る等の加工が必要な禍合があります.
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③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。

(中間車は完成です。)

⑥先頭車は前面を取り付けて完成です。
(スカート付きの車両は、先にスカートを前面に取り付けます。)

⑦カブラーを愚後にブロックのピンに取り付けます。

(車体の組立て )
①左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。

本ブロックの上下の向きに注意して、 「五百五五ー圃・・・L1J~~
パチンと奥まではめ込んでください。 |聞か5 ・=‘a・a.P+

l ・ 圃 ・

②屋根を取り付けます。 I "・・-
(Hンタ付きの車両Iël:Hンタグラフを取り付けます。)
③妻板を取り付けます。

(先頭車は後方1枚、中間車は前後2枚取り付けます。)

*取り付け部が固い場合
があります。 その場合
にはドライバーの先な
どを利用して、しっかり
と取り付けてください。
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( 実車の編成例 ) :践5225お忽宅街持55Z252緊急弘、じめ市憎い・
文庫量 n瞳軍用量量量董上本町・車ー -- ..島現橿車初骨量量名古里
名古E瞳軍用 賢畠畠羽字車山園 ーー 近世名古E

(ピ対力引箇回困箇 1時7229EX)泊四回白
こちら・'11.iし1極 こちら・・鳳なし111

~o~[j~思量色 並置呂色E盆1Eu色
・ビスタカーEでは.健惨式と僻鎗の陣にはパンタ.がmり合わ怠山ようにLてL ました.(;j;直線;j;1i側に併・.名古畢11 ・羽寄りに傍11.)

*取鋭にIë!駁されている車両は、パリエーンョン内の一部です.
前面パーツ， 屋根パーツなどは、 車種・塗装によってセットされ
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.

*ステyカ一指示l立、貼り付け位置の参考伊lです.台紙からお好
きなものを選んで、切り緩いて貼ってください.
商品の仕様により、画像と一部形状が多少異なる場合がござ
いますのでご了承ください.
(刃物のお取り級いには、充分にご注意ください.Ië!般のない
ものはお好みの位置にお貼りください.)

2013-8 
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ピス聖カ-m・ロゴステッカー

・先頭車30200形の右側面にあります.
(繁務員臓と客臓の間)
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ホピスf初日更新時に取り外されています.



志摩スベイン村・キャラヲ9ーステッ力一(ピスヲEX専用)

$先頭車・側面の後ろ寄りに貼り付けます。
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