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-In)常世主ヨ・
;て砧32と箸泊、イラストは
立蔀誌なる品答があDます.

今.

この量は持荘義畠をお古ぃ上げいただきまして、議にありがとうございます。

ご使用の前に、この説明告を必すお読みください。読み終わった後は保管しておいてください。

置
〈ちにいれ~ぃ

-コインはきれいに品り最り白り最った護のクズは晶ててください。
かいてんゆかん だい ゆぴかみけいるい

.回転部分やスライド台、チャッカ}スイ ッチに指や援の毛や衣類などを

はさまれないように}践してください。

・奇ff~gil芽ゃ蔵品などに、搭をえれないでください。はさ まれてケガをす
おそ

る恐れがあります。

.選萌袋'は話運転ですので、 IILK長はすぐに晶てて ください。握萌認を賀
か帽 .，・"おお もっそ〈おそ

から被ったり顔を綴ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
ほ んだいゅひん らんぼ! あそ

.本体や部品をぶつけたり、ふり まわすなどの乱みな遊びをしないでください。
さいみ

.遊んだ後は、床などに放位せず、 3才未満のお子様の手の届かない所に
ほかん

保管してください。
でんも ごし，今 ロ つ ね つ は れ つ え さ も おそ かきち吋

くく 電池を誤使用する と発熱 ・破裂・液漏れの恐れがあり ます。下記に注

ftしてください>>

.三長音色(完珪員音色)は、藷誌に{崩しないでください。

.苦ぃ珪illlと訴しい遺品いろいろな極詣の珪品をまぜて話、わないでください。

.+ー (プラスマイナス)を宜しくセッ トしてください。
あそ あと かなr， ~ でんち

.遊んだ後は必ずスイ ッチを切り~lï:ì也をはずして ください。

・ショ ートさせたり錦、織品謀、来品こえれたり しないでください。
まんいち でんち えさめ硲い たい" う みず..ら い

・万一、 mi也からもれた放が自に入ったときはすぐに大誌の水で洗い、医

市に詰議してください。最高ゃikふ、た持は京で錠ってください。

・度来するときは、白色誌の産会話昆虫の指去に諾ってください了

じ よう"う ち・" ‘

《使用上の注意 }
O'ぞく いがい しよう

・付属のコイン以外を使用しないでください。
111.¥しゃ t/. たい とこる 温， "そ

・傾斜の無い平5な所に置いて遊んでください。
とう制t>l.¥ l:.t:う.r.かざ えんZん とう位同

・透明カバー、上部飾りパーツ、ジャックポットスライダー、円盤カバー、コイン投入
ぐち ちI'(r.!っしを ぱあいさいどく

口、キャラクターボードは着脱式です。はすれた場合は再度組みなおしてください。
除そん こ 凶うへんけい げんいん ほんたいとうめい かざ

・破損、故障、変形などの原因になりますので本体や透明カバー、飾りパーツ、コイン
とう'"うぐヨ C 0 腎r5 くわ

投入口、コインには無理な力を加えないでください。
ほんたい とう@い " :>よ Uうげ!! ~lと U 0 5lI'5 <。

・本体、透明カバーを落とすなど強い笛怒を与えたり、無理な力を加えないでくださ
釦どう<lioliん " 隠んたいほうとう うご

い。また、可動部分を抑さえたり、反対方向に動かしたりしないでください。
い うごおそ うご し4う'"で，.'"い 13や

・スイッチを入れても勤きが遅くなる、動かないなどの症状が出た場合は、お早めに
>1:5 でんちたコん がた幻bアール でん" ほんとうかん

新しい電治(単2形 [LR14]アル力リ包池)2本と交換してください。
も 隠;: ";5 陪んたい し危η匂コ も

・持ち運びするときは、必す本体の下側を持ってください。
こうおんたしっ ぽしよ ちよ〈し。に3ζう お ばしよ しよう ，.かん SζS

・高温、多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。

Mうひん あそ たんでんち ほんべつう ひつよう

この商品で遊ぶには単2電池2本(別売り)が必要です。
たんが巴エルヂール でんち ，.んべつう しよう でんちじゅみめほんたいれんぞくしよう やく じがん

単2形(LR14)アルカリ尾池2本(別売り)使用電池寿命:本体連続使用約8時間
でんちじ。 みd しんびん でんき 甜除 しよう ば おい

※電池寿命は新晶のアルカリ電池(1.5V)を使用した場合です。
しようじようむう でんち し・る凶 でんちょう勺ょう 説ルトいか ."" 

使用状況、電池の種類、電池容S(1.5V以下)などにより、短くなります。

ほんたいでんげん 才フ でんち

・本体は電源スイッチをOFFIこし、電池カバーのネジを@
でんち

(プラス)ドライバーではすします。電池力JCーをあけて、
た んが たエルアーJレ でんち 臨んべつ う ただ

単2形(LR14)電池2本(別売り)を正しくセットしてくだ

さい。量ihのEBe(プラスマイナス)の白きに差益してく
隠つaつ おそ でん ち

ださい。ショートによる発熱の恐れがありますので電池を
い か;S blb さを い

入れるときは必す。(マイナス)側を先に入れてくださ
あとでんち

※事手保金箸の芳が符って い。セットした後、包池カバーのネジを⑤(プラス)ドライ

ください。 パーでしっかり止めてください。

※アルカリ槌 をと掛くだ※益討議くなってきた揺は、遅過を差損してください。

さい。 ※誌もを受識する信!こl草、話す量掻スイッチを0詐にして

ください。

とうに暢うぐち

コイン投入口

お ぱ

コイン芭き場

歯車

チャッカー

スイッチ

でんげん " .た
・電源スイッチの入れ方

詰嶺スイッチをfdh/S381JDjにえれる

とサウンドを品しながら蓋ベ、『品 JIこえれ
ー おそ

るとサウンドを切って遊ぶ

ことができます。

ほんたい しゃしん さんとう

.本体シールはパッケージ写真などを参考に

シワに怒らないように貼ってください。
えんぼん やじ札 つ

円盤に矢印が付いている

スリットが1つあります。

そこに①のシールを晶ります。
い凪、

それ以外に②，③.③のシール
隠

をR占ります。
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-開自研理E軍事国・
①キャラクターボードを芸誌主品に主し込みます。

主会話りパーツとジャックポットスライダーを歯 ②コイン最弐白を白きに差益し、業誌に長し込み

のように組み合わせ、本線上部に乗せます。 ます。

ー_1':'.・~~燈I.: :~ すべてのコインをわくから品。撞します。
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お っか

に落ちてきたコインを使うことができます。
穏怠

同じチームのコイントレイにあるコインは
"い しよう

チーム内で使用することができます。

ても @そ え削tん ，，<じっ "S

手持ちのコインが芯くなるまで遊べます。円盤のスリットを確実に狙っていこう!

鑑賓室・
~いい

コインをジャックポットスライダーにそれぞれ16枚入れます。
ほんたい c，う，:r. as ぱ しょ まい お

コインを本体上部のコイン芭き場8か所に10枚すつ置きます。
ひとりあそ ばおいても まい ようい あた0 い Uょうあそ ばあい

1入で遊ぶ場合は手持ちに30枚コインを用意します。2人以上で遊ぶ場合はチームに
。"'そ まい ようい

分かれて遊びます。1チームに30枚のコインを用意します。

語りのコインは選崩カ/'¥ーを界し、かさねないように角量ゃスライド苔の主に邑き、そ
あととうのい

の後透明力/'¥ーをセットします。

••• でんげん "ン ヲウンド "ン い "じ

①電源スイッチをrON/SOUNDJ(またはrONJ)に入れ、「よーいスタートJで始めます。
て も し・うりょう

② 手持ちのコインとコイントレイのコインがなくなったら終了です。
おぼ すべ

また、コイン置き場のコインを全て、ジ‘ャックポットスライダーに入れてジ‘ャック
芯 とe し。ぅ"う か?とくてん

ポットスライダーのコインが無くなった時も終了です。コインの数が得点となりま
とくてんおお か

す。得点の多いチームの勝ちです。

忽 たほうが

ゴーJレのサウンドが鳴るまでにコイントレイにいっぱいコインを貯めた方が勝ち。
いさ雪 ねs

どんどんコインを入れて、先にジャックポットを狙おう!

鑑軍司・
ゲーム1と同じように準備を行います。 可同r... / 

定昌弘司睦〉守司同

・理酉璽. 日でユ
でんげん 方ン ザワシド い '"C 

①電源スイッチをrON/SOUND.I(ζ入れ、「よーいスタートJで始めます。

② ゲームを踏めて、3箇ジヤツクポットが巽室した品業で、コインを琴く品っているチー
か かい芯と

ムの勝ちです。(ジャックポットの3固めの音がゴールのサウンド1こなります)
まえても ま

その前に手持ちのコインやコイントレイのコインがなくなったチームは負けです。

‘・

まいた をそ

コイントレイに50枚貯めるまでを競うよ。

鑑霊童.
お忽 U・んぴ おこg

ゲーム1と同じように準備を行います。

e盟EE'
でんげん "ン ヲウシド 才ン い ~じ

①電源スイッチをrON/SOUNDJ(またはrONJ)に入れ、「よーいスタート」で始めます。
ても ごうWいさe まい が

② 手持ちのコインとコイントレイの合計が先!こ50枚になったチームの勝ちです。
ても " 

手持ちのコインやコイントレイのコインがなく怒ったチームは負けです。

"'.' い さを あか 吹いでい ほう.'

ジ.ヤツクポットスライダーに赤コインを入れて、先に赤コインを20枚手に入れた方が勝
.，うりよく あそ

ち。チームで協力して遊lまう。

鑑童書.
かいしじ il51'J' 1.¥ 思んたいじよう'"

ゲーム開始時のシ.ヤツクポットスライダーには赤コインを入れます。コイン本体よ部のコ
おぼ しょ まい "'.、 お

イン芭き場2か所に10枚すつ赤コインを置きます。

文りきれない繋コインは、かさねないように肖韮ゃスライド富の主に畠きます(チームで遊

ぶ義筈l立、警おに会けておきます)。それ品卸|立、ゲーム1と筒じように準品を存います。

でん'ん "ンサつンド 方ンい 隊じ

①電源スイッチをroN/SOUNDJ(またはroNJ)に入れ、「よーいスタート」で始めます。

②莞に繋コインを201民主にえれたチームの晶ちです。
ても " 
手持ちのコインやコイントレイのコインがなくなったチームは負けです。

ーお客織へ ー
この度は、弊社製品をお買い上げいただ舌まして、腿にありがとうとざいます。弊社では、よD良い製品をお届けするため

に、常に研究改良を行っておDます.そのため、生産ロットによD多少仕様が異なる製品がとざいますが、と了承くだ古い.

品質には万全を期しておDますが、万一お気づきの点がございました5、下記までと迎絡ください.

干300・4193茨滅県土浦市麓沢3647・5
(株)ヱポツク社お客緩ザービスセンター TEL.029・862・5789
(電話番号は悶遣いの芯いよう、よく聞かめてからおがけください.)

lal陪受付時間1月~童随自(祝ー祭日及び弊社特体目を除く)10時-12時、13時-17時
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