
立時膿i誌、弊社製品をお欝いよiずいただ告まして、誠iとあ01J'とうとざいます。む鵠捕の描i之、
お おとほかん

この取鯨説明審者必g.お読みください。また、読み終わった後i制課饗しておいてくた古い。

くちにいれない

かな5 よ

品~お読みくだ'ê'い。
ちい ぷひんしようを惨う くちなか ぜったいい ちっそく 告けん

軸小宮括部品、小聴があります。ロの申!こは絶対に入れないでくた‘さい。謹患拡どの酷競が

あります。
ごいん世 i才ん 古いみ寵ん とさま ぜコたいあた

融課散の危績がありますので、3才宋滴のお子織にiま絶対に与えないでください。

軸基誌の議論r;:極右を議員しています。フEツどーディス夕、盛義カード、ビデオテープなど
じ曹をるくぜいひん ぜったいちか

E華鏡記録の製品、パソコンなどには絶対に近づ11拡いでください。
せ凶ひん こがた じしゃく ふく Uしゃく の こ 1<fi!51，1ちょうへ菅 ζ 

舗との雛品iこは小型の磁石が禽まれています。鑑石を飲み込んだ堀合、開壁を超えてくっつき、
しんとくかんぜんしよう お おそ まんいおじしゃくの と 1まあい いじ

深刻拡感染症を趨とす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の
しん古つ う

欝壊を受17てくた古い。
と今時いぷ(7，ニん1宮うざい かいふうご す とうぬい品〈ろ品たま かぶ かお

種事選明袋は欄包材ですので開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり顔を
ちっそく おそ

撮ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
はあと す

軸シールを貼った後のクズは捨ててください。
ち惨う Ifんぬんかおちか おも ほう ζうと おそ

構ゲーム1*1は灘甑に野lを近づけないでください。ボールがj忠わぬ方向に飛び、ケガをする恐れ

があります。
ほんたい 1;1'んめんあなみぞ ゆぴい おそ

事本体や盤面、穴や潜などに指を入れないで、ください。はさまれてケガをする恐れがあります。
お らんlまう と品っか

嘩踏みづけたり、たたいたり、落とすなど乱暴な取り扱いはしないでください。
ふぞく いがい あそ

暢付随のボール以外のもので遊ばないでください。
あそ あと ゆか ほうち さいみまん こさま で とど ところ ほかん

串遊んだ後は、床などに放置せず、3才未i荷のお子様の手の届かないrrrに保管してください。

しようじょヨ 吉ゅうい

使用上的注意
ごろ

輔シーjレId:シワになら拡いように貼ってください。シワやふくれがあるとポーJ!Jがうまく転が5ないことがあります。

制崩のない帖域協こ勧進んでください。酬があるとポーjレが蝉izh品せなし1騒があります。

骨品議、部言、議員3の嶺歯!となりますので、パットやピッチャーなどの欠諺、議議選議議輩、長諜搬などに義主
ちか5 くわ かどうぶぷんお うと

な力を加えないでください。また、可動部分を押さえたままレバーを動かさないでください。
ふぞく いがい ぜったい しょヨ

事付属のポール以外は絶対に使用しないでください。
んたいほんめん かた もの き~ 〆 お

骨本体盤面を硬い物広どで傷をつけたり、たたいたり、押したりしないでください。
へんげい げんいん とうおんたしつ 1;1:しよちよくしゃにっとう あ |ましょ しよう ほかん m:，な

事変形砿どの原因!こなりますので、護話題・多j毘の場所や直射日光が当たる場所での使用や保関説ラわないでください。
ぶんかいかいぞう 自己陪

骨対解、改造は行わないでください。
はそんへんけい lまあい あそ

串破損、変形した場合は、遊!ぎないでください。

ぽん と

嘩ボー)1，.-・6髄 軸パット…1本 轟力ウントピン…3値

iζん百ょう たい る Iこん宮ょう たい

輔ピッチャー人形…1体 軸ランナー人形…3体

まい とり晶つ/lL噌つめ凶しょ 謹いほんし

串スポンジシートー4繰 暢取扱説明書事…1按{本紙)

機襲撃

品制 機

!こん百ょう たい

嘩フィールダー人形・・・7体

車い

輔シーjレ・・.，按

1B:フア四ストベ園間スマン

2B:セカンドベースマン

3B:ザードベースマン

55:シヨ岡崎トストップ

RF:ライトフィ-IITダー

CF:センターフィールダ-

LF:レフトフィールター

園警問車問冨l
ほんたい lオいしゃ たい I<l!しょ お

事本体を、傾斜の芯い平ら広場所に置きます。
にん吉ょう たいと つ 官官

輔フィーjレダ一人形を7体取り付けます。(国・1a) ~ 
ICんぎよういちえ5 とつ 目ハハ

※フィールダ一人形は位置を選んで取り付けることができます。 I ';fヒ (国同1e) 
iこん吉ょう とコ y' I 一

軸ランナー人形をダッグアウトに取り付けます。(闘-1b) 
にん苦ょう ほうとうむ と つ ? 

嘩ピッチャ一人形をバッタ一方向に向i才て取り付けます。(図-1c) 
さゅうすほう ほうとうむ とつ 守

嘩パットを左右好きな方のHッターボックスに主ンタ一方向に向けて取り付げます。{国・1d) 

暢カウントピンを極右カウントぷ溜こ敢D品けます。(品1e) 
ほんたいしゃしん さんとう は

骨シールは本体の写真やパッケージを参考にきれいに貼ってください。

豊富韓膿 れんぞくとうをゅうそうち い す・

暢連続投球装趨にポールを入れます。(図圃2a)
とうをゅう ひ は起 とう吉ゅう ~ 

噂投球レバーを引き、離すと投球できます。{悶繍2b)

~ 

(臨圃2a)
~ 

(函欄2b)

tう菅ゅう ひ

曜暴投掠レバーは、ゆつくり引いてください。
せいぴん とうぞうむよう ひ 号より みじか

製品の構造上、レ)¥ーを引く距離が短かったり、
れんぞくでき ひ な

連続的!こレバーを引いてポールを投げようと
で lまあい

すると、ポーjむが出拡い場合があります。
13，ぞく いがいぜったし、 しよう

※付属のポール以外は絶対に使用し拡いでください。

へんか苦ゅう 亨 うと

輔デュアル変化球iノパーは悶・3のように勤告ます。
ご とう苦ゅう とを みぎて とう世ゅう ひだりで

また、軽い力で動くので、投球の時は、右手で按掠レバー、左手で
へんか苦ゅう へんか ほうとうささ そうさ

デュアル変化球レバーを変化させたい方自に支えなが5操作して

ください。

{品3)I※義歯r造品誌の説Jを議議!こ、議定な益ft誌を最Ij'てみましよう。

ま なかはい

曾ポールがキャッチャーポケットの真ん中に入った
ばあい いがい

場合はストライク。それ以外はポーんとします。
~ ~ Iまあい

{臨-4a)ただし、J¥ッターがパットを振った場合lま

ストライクと芯ります。

毎ストライク・ポール・アウトの告カウントは
ドー主1オ凶 ~ おi:tJ;

画soカウント(園-4b)で行います。

とう笹ゅうご へんか告ゅう ひ ~ 

嘩投獄後!こデュアル変化球iノJ(ーをタイミングよく引くと(悶・5)ポールが
し仕と訟 かSJ3¥

パットの下を通り、バッターを空振りさせることがで告ます。
ふ はんてい

通える最諜を長げたときに、バッターがパットを振5なければ、判定!ま

ポーJレとします。

ひかま はな ~ 

事パッテイングレバーを引いて構え、レ)¥ーを離すとスイングします。(随・6)
つよふ れんぞく ふ !まんめん はす

※J'¥ットを強く振ったり、連続して振ったりすると、盤菌かちJ¥ットが外れる
さしもど とつ

最苔があります。そのとをは、再度パットを取り付けてください。

轡を若のJ¥ッターボックス!こパットをつけかえるととで{畠フ)、若合ちと
ot:tlう を白、

左打ちを切り替えるととができます。
ひぱ ラ なが う おいてしゅび

左岩どち5の打蕗か5、ヲ|つ張って打つか、流しておつか、相手の守備
み さくttんた

シフトを見詰がう作戦を立てましょう。

盟1:盟ト つうか だ告ゅう だ昔妙う

嘩フェアボール(ファウルク.ランドを通過しない打球)が打球ポケット
るいだ るいだ るいだ 鼠い iまあい

(3BH:3塁打、2BH:2塁打、 1BH:l塁打)に入った場合、

それぞれのヒットになります。
だ告ゅう しゅび はい

暢フェアポールが打球ポケットや守備ポケットに入5す、フェア
むようていし ばおい るいだ

グラウンドょに停止した場合、これを1塁打とします。
ゅびにん吉ょうお そとていし

事フェアポーjレが守備人形に当たってファウルラインの外に停止
lまあい るいだ 宇

した場合、これを1皇打とします。{国・8)

輔m四品号車J
じようがい と だ

串品誌がお品スタンドiこ入ったり、越えて場外に飛び出したとき、ホームランになります。
あ

噂品援がフェンスを越えて、スコアボードや、スタンドに当たり、グラウンドにはねかえってきたときも

ホームランに砿ります。

盟つ?っ11.1
だ苦ゅう はい

骨量歯主のファウルポケツトに打球が入ったときはフアウルになります。
可 モとで

骨元誌がファウルラインの外!こ出たときはフアウjレに拡ります。



れい るい るいだう 1まあい
しゅびがわ く う だ立鎗うつよ 額nランナーD'¥2墜にいて、2翠打を打った場合、ランナーl草木一ムインできます。 1) 

構守髄{部iまシフトを組むことができます。バッターの打った打球が強い
1まあい にんぎようお し惨び うえつうか
場合、フィールダー人形に詣たら拡げれば、守備ポケットの上を通過 巷いつ るいUょう しんるい

う ほうとう よ芦く し柚び 事璽の伊まっていると苦…塁上のランナーは進塁できます。
していくことがあります。バッターの打つ方向を予測して、守備シフトを れいるいるい るいるいしんるい ? 
く~

組みましょう。(図-9)
関)2塁と1皐ランナーは、それぞれ3塁と2襲に進患できます。(闘-12)

るいお しんるい お怒るしむようふたり た ぱあ凶 しんるい 宇

れいながう そ恕 るいかんっ し柑ぴ 嘩盟の窪いていると苦…進塁し砿いと、同じ雲上iこ2人のランナーが立ってしまう場合のみ進塁できま主{図-13)
例)流し打ちに備えて、 1・2墨錨を詰めた守備シフト。 手 l<fあいるい しんるい

闘-13の場合、3塁ランナーは進塁しません。

しゅび はい
事フェアポールが守備ポケット(1白、ss、LFなど)に入ったとき、

アウトになります。

豊富雑草壁盤 だしゃ しんるい iζん吉ょうかくるい あ芯
骨打者やランナーが進塁するときはランナー人形を脅塁の穴!こ
と~

差し込んでください。(閣幽10)

いか みさとうしゅ そうてい
※以下iま右投手を想定しています。
きゅうしゅ じっさい やきゅうへんかきゅう こと へんか かくどきゅうそくなど さ で lぎあい

※球種はあくまでイメージで、実際の野球の変化球とは異なります。また、変化する角度は球速等により患が出る場合があります。

ゅ号 へんか ばおい へんかをゅうな いったんいちばんうし とうきゅう ひ おととうきゅう はな いち
※速球だと変化しない場合がありますので、変化球を投げるときは、-8一番後ろまで投球レバーを引いた後、投球レバーを離す位置を

ちょうせつ な
調節して投げてください。
じようきいがい とうきゅうご まを憎うばんでまえふきんを あ へんかきゅう ひ はな

※上記以外にも、投球後、ポールが魔球板手前付近に来たタイミングに合わせて、デュアル変化球レバーを引いたり離したりすることで、
てもとの ふきん l:fんそく こうどへんかきゅうな

バッターの手元で伸ぴたり、バッター付近で減速するといった、より高度な変化球を投げることができます。
お き まきゅうくあ とうきゅう は1;:1:ひろ

また、落ちるポール(消える魔球)を組み合わせると、さ5に投球パターンの暗が広がります。
くふう じぷんとくいへんかを酔うみ かひ たの

いろいろ工夫しなが5、自分の得意砿変化球を見つけて、パッターとの駆け引きを楽しもう!

ーお客様へー
おんどしつどちょくしゃにコごう かんきょうじようけん やき培うぱん ぱんめん そ で jまあい この震は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い

製品をお届けするために、常に研究・改良をおこなっております。そのため、生鹿口ツトにより多

少仕様が異なる製品がございますが、ご了最ください。品震には万全を期しておりますが、万一お

気づきの点がございましたら右記までご連絡ください。

事温度・湿度・直射日光などの環境条件により、野球盤の援面に皮りなどが出る場合があります。
ていど そ lましよ かんをょうじようけん とと は はしょは かたれい さんとう

反りの程度、反る場所は環境条件により異なりますので、{貼る場所・貼り方の例]を参考に、
ふぞく や告惨うばんううがわ そ ぷぶんは ちょうせつ
付属のスポンジシートを野球盤裏側の反っている部分に賠り、調節してください。

!まざい や苦帥う1;:1:ん ふと は
※スポンジシートを貼る際には、野際盤のよごれをよく拭き取ってから貼ってください。

野球盤本体は、絶対に分解しないでください。構造上、分解しますと、組み立てが

非常に難しくなります。不異合がございました5、下記サービスセンターにと連絡願います。

.三γ.γに締鵬闘とし右下記号用意しております。 I

嘩fポーJIIセット(6個)J ……郵使切手200円分o綿税含む)

轡fパット(1本)J ……郵便切手200円分o綿税含む)

輔「ランナー人形(1髄)J ..・H ・郵便切手200円分{消賓税宮む)

軸「ピッチャー人形(1個)J ……郵便切手200円分(j関税曾む)

噂『フィーJIIダ一人形(1掴)J……郵便切手200円分畑貴税含む}

※と希望の方は、 f野球鰻ドクター1((部品名)希望jとお審議のご連絡先をと明記の上、合計金額分の

郵便明手を同封しお送りください。折り返し郵送致します。送料、梱包料は弊社にて負担致します。

発売元

干300-4193
茨城撰土浦市藤沢3647-5(掛)工ポック社お客様サ同ピスセンヲー

TEl.029聞 862-5789
(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかげ下さい。)
[電話受付時間1月~金縫日(祝・祭日および弊社特休日を除く)10時-12崎、13時-17時

器工m問。社
東京都台東区駒形乙乙2 @2011 EPOCH CO.日 D. MADE IN CHINA 


