
ダンボール

外箱 ・中仕切り

車両同士を、接続部①と②をかみ合わせて
接続します。接続部①同士や、②同士で
接続しないようご注意ください。

しゃりょうどうし　　    せつぞくぶ　　　　　　　　　　　 あ

せつぞく　　　　　　    せつぞくぶ　 　 どう し　　　　    どう  し　

 せつぞく　                                    ちゅうい

レールを組み立てます。 上図を参考に、
レールＡとレール B を凹凸がかみあう
ように接続します。

　　　　　　　　 く　　　　　　　　　　          じょうず　　  さんこう　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      おうとつ

                      せつぞく

車両Ａ天面の電池カバーを開け、単３
電池２本を＋-（プラスマイナス）正しく
セットしてください。

しゃりょう         てんめん　       でん   ち　　　　　　　　         あ　　　     たん

でん    ち　　   ほん　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  ただ

※組み立ては、保護者の方がおこなってください。
く　　　 た 　　　　　　ほ　ご   しゃ　　かた　  

  ※受け皿は必ず台所用洗剤で洗い、
     よく乾かしてからご使用ください。

う　　    ざら　　かなら　    だいどころようせんざい　　 あら

　　　   かわ　　　　　　　　　　　　　し   よう

受け皿をのせる
う　　  ざら

電池の挿入
でん  ち　　 そうにゅう

レールの接続
せつぞく

お寿司をのせて走らせる
す　し　　　　　　　　　はし

使用上の注意
し  ようじょう     ちゅうい

レールＡ×２
レールB×８

受け皿×６
    う　　   ざら

せつぞくぶ
接続部①

せつぞくぶ
接続部②

車両の接続
しゃりょう　    せつぞく

接続した車両をレールにのせ、受け皿を
車両 Bの受け皿のせに凹凸があうよう
しっかりとはめこみ、固定します。

せつぞく　　　　 しゃりょう　　　　　　　　　　　　　　    　 う　　  ざら

しゃりょう　　　　    う　　   ざら  　　　　　　おうとつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　    こてい

お寿司をのせて電源スイッチを押すと、電車が動いてお寿司を運びます。
使用後、受け皿は台所用洗剤で洗い、よく乾かしてください。

　　  す　し　　　　　　　　  でん げん                      　　　　　   お　　　　　  でんしゃ　　うご　　　　　　   す    し　　   はこ　　　　　　

  し  よう  ご　　う　　   ざら         だいどころようせんざい　 あら　　　　　　　かわ

　  　      でんち   に じでんち じゅうでんしき     しよう

かでんりゅう　  かでんあつ　　　     はっか　　    おそ
オキシライド電池、二次電池（充電式）は使用しないでください。
過電流や過電圧となり発火する恐れがあります。

たん　　でん   ち　　   ほん  し   よう　  べつうり

単３電池２本使用（別売）
 たい しょう ね ん れ い　        さい　い  じょう

保護者の方へ

安全にお使いいただくために

この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々や物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいた
だきたい事項を記載しています。下記の記号とその意味は次のようになっています。
製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

取扱説明書は必ず熟読し、読んだ後は大切に保管してください。
とりあつかいせつめいしょ　  かなら　 じゅくどく　　　 よ                 あと　　たいせつ　　  ほ かん

かなら　　　　よ

あ ん ぜ ん   　　　　  つ か し  よう　    まえ　  かなら  　　　  よ

　　 せつめいしょ　　　　　 しよう　　　　 かた　　　　 しゅうへん　　　かたがた　もの　　　きがい　そんがい　　みぜん　 ふせ　　　　　　　 まも　　　　

　　　　　　じこう　  きさい　　　　　　　　　か  き　　 きごう　　　　   い  み　   つぎ

せいひん  あんぜん　　   しよう   　　　　　　　　　  ないよう    じゅうぶん　　りかい　　　　　　　　　　　　　　ねが

ほ　ご    しゃ　  　かた

ちい　　　 ぶ  ひん　　　　　　　　　　   ご いん　  ちっそく　    き  けん　　　　　　　　　　　　　　

　  さい  み  まん　　　  こ  さま　　　ぜったい　    しよう　　　　　　　　　
●小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、
　3歳未満のお子様には絶対に使用させないでください。

 警 告  （ けいこく）

　えんぶ　　　　　　　　　ばしょ　　　　　　　　　 ちゅうい

   しゃりょう　　　　　　　  かいてん　　　　　　　　　　　かお　 ちか　　　　　　　　　　　　　　     おも　　　　　　　　おそ

　

      ほ  ご  しゃ　　　　　　あそ
●保護者のもとで遊ばせてください。

 注 意  （ ちゅうい）

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
品質管理には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がありましたら下記まで
お問い合わせください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

○使用前、使用後は受け皿を必ず台所用洗剤で洗浄し、しっかりと乾かしてください。
○受け皿を含め食器洗浄機のご使用はできません。
○車両に直接水をかけないでください。故障の原因になります。
○車両に乗せた受け皿に重いものを乗せて作動させないでください。
○車両に指や髪の毛をはさまないようご注意ください。
○組み立ては保護者の方がおこなってください。
○本製品の分解、改造はしないでください。
○本製品をアルコールや薬品の含まれたティッシュで拭かないでください。色落ちする可能性が
　あります。
○プラスチックの表面同士が長時間触れ合っていると、色移りが起こる可能性があります。
　保管には注意してください。
○長期間使用しないときには本体から電池を外して保管してください。電池を入れたままに
　すると液漏れなどの可能性があります。
※弊社では初期不良以外での、製品の返品・交換はおこなっておりません。本製品を誤った使用
　方法で発生する全ての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》
●二次電池 (充電式電池 )は絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
●+－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
　皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
●廃棄するときは、各地方自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

●縁部がするどい場所があるので、注意してください。
●車両のタイヤが回転しているときは顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。

車両B×３
しゃりょう

接続部①
せつぞくぶ 接続部①

せつぞくぶ

受け皿のせ
う　　   ざら

接続部②
せつぞくぶ

電池ボックス
でん  ち

電源スイッチ
でん げん

車両A
しゃりょう

　　　　　　　  へいしゃせいひん　　　　  か　　    あ

ひんしつかんり　　　　  ばんぜん　　  き　　　　   　　　　　　　　　          まんいち　　  き　　　　　　  てん　　　　　　　　　　　　　　  か   き

　　と　　　あ

　 せいひんかいりょう　　　　　　　　しよう　   がいかん　　よこく　　      　へんこう

　し  ようまえ　　し  よう  ご　　　 う　　   ざら　   かなら　   だいどころようせんざい　せんじょう　　　　　　　　　　　　　  かわ

　う　　   ざら　　 ふく　　しょっきせんじょうき　　　　　  し  よう

しゃりょう　　ちょくせつみず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  こしょう　　げんいん

しゃりょう　　 の　　　　　  う　　   ざら　　おも　　　　　　　　　の　　　　　 さ  どう

しゃりょう     　ゆび　　かみ　　   け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゅうい

　く　　　た　　　　　  ほ    ご   しゃ　　かた　　

  ほんせいひん　　  ぶんかい　かいぞう

  ほんせいひん　　　　　　　　　　　　　  やくひん  　　ふく　　　　　　　　　　　　　　　　　  ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　いろ  お　　　　　　      か  のう せい

　　　　　　　　　　　　　　   ひょうめんどうし　　    ちょうじかん    ふ　　　 あ　　　　　　　　　　　         いろうつ　　　　     お　　　　　か  のう せい　　　　　　　　　  

      ほ   かん　　　    ちゅうい

   ちょうきかん   し よう　　　　　　　　　　　　　　   ほんたい　　　　  でん   ち　　   はず　　　　    ほ   かん　　　　　　　　　　　　　   でん　ち　　　い

　　　　　　   えき    も　　　　　　　　　か  のう せい

  へいしゃ　　　　  しょ   き   ふりょう   い   がい　　　          せいひん　　  へんぴん　  こうかん　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　   ほんせいひん　  あやま　　　　し   よう

  ほうほう　　  はっせい　　　　すべ　　　　  ことがら　　たい　　　　　  へいしゃ　　 いっさい　　 せきにん　　   お　　　　　　　　　　　　　  りょうしょう

※必ずお読みください。

※ご使用の前に必ずお読みください

でん ち　　  ご  し よう　　　     はつねつ　  は れつ　  えき　　　　　おそ　　　　　　　　　　　か  き　　ちゅうい

　  に   じ でんち　じゅうでんしきでんち　　ぜったい　   しよう

    ふる　  でん ち　  あたら　　でん ち　　　　　　　　  しゅるい    でん ち 　　 ま       　   つか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ただ

　　　　　　　　　　　　　　じゅうでん ぶんかい かねつ　  ひ　　なか      い

   まんいち  でん  ち　　　　も　　　  えき　   め　  はい　　　　　　　　　　　　  たいりょう     みず　  あら　　    い  し       そうだん　　　

　  ひ  ふ　　ふく　   つ　　      とき　みず　  あら

   はいき　　　　　　　　　  かく ちほう じ   ち たい　  はいきぶつしょり　    し  じ　　したが
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転
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この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や
重症を負う危険性の高い内容を示しています。

　　　ひょうじ  　ないよう　  む  し　　まちが　　　  と　あつか　　　　　　　　しぼう

じゅうしょう     　お       きけんせい　  たか　ないよう　しめ

この表示は、内容を無視すると対人的に障害をおったり、対物
的に損害の発生が想定される内容を示しています。

　　　ひょうじ  　ないよう　  む  し　　　　 たいじんてき　しょうがい　　　　　　　  たいぶつ

てき　そんがい   はっせい  そうてい　　 　   ないよう　しめ

KTSS-001W

す　　　　　　 しす　　　　　　 し

発売元

〒 577-0034
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

ライソン株式会社

〔 月～金（祝日除く） 10時～16時 〕
TEL ０６－６７８９－１１９９

製品不具合についてのお問い合わせ

お客様サービスセンターお客様サービスセンター


