
受付 お も ち ゃ 名 色 メ ー カ ー 症状 詳 細 治 療 方 針 種類 原因 修 理 内 容 部 品代 Dr. 完了日 返却
H29.4.9 リージョンプラザ上越

1704001 アンパンマン・バス 赤 一部が動かない 本体ドアの開閉不良 即日治癒 Ｂ 5
ドア開閉用の
カム外れ～復旧

村松 170409 170409

1704002 やりたいほうだい 青 まるで動かない 音・光が出ない 修理不能 Ｆ 8
基板コンデンサー
のパンク

滝沢 170409

1704003 子供スマホ 黒 まるで動かない 音・光が出ない 治療見合わせ Ｊ 10
スピーカーの損傷。
更新を希望されず返却へ

飯島 170409

1704004 リモコンＲＣカー 白 まるで動かない ケーブルの断線で動かない 即日治癒 Ｂ 9
コントロール・リード線
の断線。修復

加藤 170409 170409

1704005 ミッキーハウス 青 ディズニ― まるで動かない ボタン操作でランプが点灯する 入院決定 Ｍ 7 ＳＷの更新 ¥100 松沢 170409 170409

1704006 空飛ぶドラえもん エポック 動きがおかしい
バッテリーの消耗が速い。
専用ニッケル水素電池の寿命が
短

治療見合わせ Ｋ 12
バッテリー在庫照会
するも、在庫無

橋詰 170409

1704007 銃 黄銅 動きがおかしい
中のバネが切れ、引き金を引いて
も
カチッと止まらない

入院決定 Ｐ 4
バネの取り付け
（取り扱い注意）

加藤 170418 170423

1704008 銃 黒 入院決定 修理対象外にて返却 清水 170409

1704009 アンパンマンラッパ 赤 まるで動かない 本来はＳＷを押すと音が鳴る 即日治癒 Ｍ 10
スピーカーのリード線
に断線。復旧

清水 170409 170409

1704010 Ｋｉｄｓキーボード 白・赤 ドレミメイト まるで動かない 音・光が出ない 即日治癒 Ｍ ８・９ 断線処理 清水 170409 170409

1704011 手押し車 黄 時々動かない ＣＤ音楽が同じ処をリピートする 入院決定 Ｏ 7 ＳＷ部の接点不良。再調整にて復旧 橋詰 170415 170417

1704012 たいこ 黄 西松屋 まるで動かない 音楽が流れ、たいこが叩ける 即日治癒 Ｍ 7 ＳＷ部の給油で復旧 滝沢 170409 170409

1704013 ぬいぐるみ（犬） 茶 まるで動かない 入院決定 Ｋ １・７・９
ブリキ製の年代物。ギヤの歯先欠損・
モーター更新・リード線交換・ＳＷ交換に
て復旧

￥５００
（Ｄｒ立替

加藤 170418 170425

1704014 童謡えほん 金の星社 まるで動かない 全く音が出ない 入院決定 Ｍ 12 電池の電圧不良（低下） 滝沢 170415 170417

1704015 携帯電話 まるで動かない 画面・音が出ない 入院決定 Ｈ 15 画面の復旧は未。音は出る様になる 渡部 170423 170425

1704016 レジスター 赤 フレーベル館 まるで動かない
アンパンマンのセンサーへの
ケーブル損傷か

入院決定 Ｊ ７・１２
各種ＳＷの接点部の清掃・復活剤塗布。
（４Ｂ鉛筆・カーボン）ケーブル折損部の
除去と８芯の接続。電池更新要

松村 170420 170422

1704017 クマの人形 ベージュ まるで動かない
録音してお話をする構造なるも
全く動かず

入院決定 Ｋ 9 リード線の断線。交換にて復旧 加藤 170418 170425

H29.4.23 上越市市民プラザ

1704051 こえだちゃん家 緑 まるで動かない 電池液漏れ 即日治癒 Ｊ 6
電池電極板の腐食大にて、更新（Ｍ２ボ
ルト・ナットとクリップにて制作）

飯島 170423 170423

1704052 トイレ ピンク まるで動かない 電池液漏れ 即日治癒 Ｊ 7
電池接触板の汚れ清掃。基板パターン切
れ・「－」リード線の断線をハンダにて修
復

保坂 170423 170423

1704053 アイロン 青・白 まるで動かない 電池液漏れ 即日治癒 Ｊ 6 電池接触板の汚れ清掃。 松澤 170423 170423

1704054 洗濯機 白 まるで動かない 電池液漏れ 即日治癒 Ｊ 6 電池電極板の腐食大にて、更新 滝沢 170423 170423

1704055 アンパンマン 赤 まるで動かない
手足を触ったり、ゆすると声が出
る仕組み

即日治癒 Ｉ 9 断線部（２ヶ所）の半田復旧 橋詰 170423 170423

1704056 こけし（木製） まるで動かない 即日治癒 Ｋ 2
こけしは２体あり。１体は首の損傷で、接
着にて修復。後、１体は修理不能にて返
却へ

加藤 170423 170423

1704057 数えパネル 赤 まるで動かない 音が鳴らない 即日治癒 Ｇ 6 電池接触板の汚れ清掃。 加藤 170423 170423

1704058 チャギントン新幹線 青 まるで動かない 即日治癒 Ｃ 12 電池切れ 吉原 170423 170423

1704059 チャギントン 青 まるで動かない 即日治癒 Ｃ 12 電池切れ。持込電池の更新にて復旧 野澤 170423 170423



1704060 チャギントン 赤 ドレミメイト まるで動かない 即日治癒 Ｃ 12 電池切れ。持込電池の更新にて復旧 渡部 170423 170423

1704061 メリーゴーランド 一部が動かない 音楽が鳴って回転する構造 入院決定 Ｉ 2
駆動用のゴムベルトの伸び。代替品で復
旧。

村上 170424 170427

H29.5.14 リージョンプラザ上越

1705001 でるでるハンバーガー セガトイズ まるで動かない 音がするも回転しない 修理不能 Ｊ 15
各部点検するも異常が認められず。基板
ＬＳＩの不良か

加藤 170528

1705002 マンモスクレーン 黄 日本オート玩具 一部が動かない
アーム部の糸が絡まり上下が出
来ない

即日治癒 Ｂ 3
本体のギヤボックスの分解。クレーン糸
の絡みの除去へ

滝沢 170514 170514

1705003
ペットロボット(夢ねこ
セレブ）

白 セガトイズ まるで動かない 治療見合わせ Ｄ 15 原因不明にて、治療見合わせ返却へ 吉原 170514

1705004 トーマス機関車 青 一部が動かない 修理不能 Ｃ 1
モーターブラシ部の清掃でモーター回転
は回復するも、ギヤボックス部の歯車破
損にて、修理不能・返却へ

松澤 170516 170520

1705005 ラジコンカー／スバル 青 ＣＥ まるで動かない 即日治癒 Ｂ 12 単３電池×４本無 飯島 170514 170514

1705006 犬 白・茶 イワヤ 一部が動かない 脚の骨折と、啼き声が出ない 入院決定 Ｋ 2
骨折部は細線と接着で復旧。泣き声も復
旧

渡部 170515 170518

1705007 バズライトイヤー サンウェイトイズ一部が動かない 片方の羽の開きが悪い 入院決定 Ｄ 1 羽の駆動用バネの外れが原因 吉原 170528 170528

1705008 さる 茶 まるで動かない 修理不能 Ｋ 8 ＩＣ回路不良につき、修理不能 橋詰 170514 170515

1705009 牛が啼くおもちゃ 白 まるで動かない 入院決定 Ｋ 6
電極板の腐食と断線。電極磨きと半田に
て修理

飯島 170515 170531

1705010 ミシン Ｍｙ　Ｆａｍｉｌｙ　＆Ｈｏｂｂｙまるで動かない 入院決定 Ｊ ３・１０
機構部分への糸くずの絡み大。リード線・
電池ボックスの加工取り付け。（各種、給
油も）

橋詰 170516 170528

1705011 ポンポンメイキ― まるで動かない 入院決定 Ｊ ５・１２
電池ボックスの破損修理（－側ブラケッ
ト）。作動時の異音あり。ギヤ部の異常接
触の復旧

滝沢 170520 170528

H29.5.28 上越市市民プラザ

1705051 新幹線 白 まるで動かない 即日治癒 Ｃ 6
電極(－部）ポストの折れ。補強と半田修
理

滝沢 170528 170528

1705052 中央線電車 グレー 動きがおかしい 入院決定 Ｃ 1
駆動ギヤの空転が原因。空転を固定化、
ギヤ伝達不良をバネ材で補修

宮澤 170528 170601

1705053 プラレール 青 一部が動かない 即日治癒 Ａ 6 電極の汚れ大。清掃復旧へ 加藤 170528 170528

1705054 ミッキーバス 白 動きがおかしい タイヤの動きがおかしい 即日治癒 Ｂ 1 ギヤ部の分解・復旧で回復 飯島 170528 170528

1705055 ＳＬマン（アンパンマン） まるで動かない ゼンマイが巻けない 即日治癒 Ｃ 1 ゼンマイ部の修正 吉原 170528 170528

1705056 ピアノ 緑 一部が動かない 音の出ないキー（鍵盤）がある 入院決定 Ｍ 2 各種接点の清掃で復旧 橋詰 170620

1705057 仮面ライダー・ベルト 青 一部が動かない ＳＷを入れても「音」が鳴らない 入院決定 Ｐ 10 スピーカー不良で更新 ¥100 渡部 170530 170611

1705058 アンパンマン消防車 赤 一部が動かない アンパンマンの手が折れた 入院決定 Ｂ 13
折れた腕は分解／補強にて復旧。上下
動用の可動リンクに割れ発生あり、補強
した

滝沢 170604 170604

1705059 日産・フェアレデ―Ｚ まるで動かない バンパー・運転台が外れて居る 入院決定 Ｂ ５・１２
本体カバー（プラ製）修理。電源ボックス
部の更新（バッテリー・ソケット・ＳＷ）。ミ
ラー（ＳＵＳ板にて）更新

橋詰 170625 170625



1705060 軽トラ・ラジコン 白 一部が動かない
ランプが点灯するも、本体が動か
ない

入院決定 Ａ 1
本体のギヤボックスの組み合わせ不良。
モーターリード線の半田復旧。ギヤボック
スのグリース給油も

飯島 170531 170531

1705061 ラジコンカー 赤 まるで動かない 入院決定 Ａ／Ｂ 15
基板ＩＣ不良と判定。返却連絡するも、廃
棄処分へ

加藤 廃棄処分

1705062 救急車 白 動きがおかしい ライトが消えない 即日治癒 Ｂ 7 接点部の清掃ほか 吉原 170528 170528

1705063 モグラ叩き 緑 まるで動かない
電池を更新した時には動きそうな
音がするも、その後は動かず

入院決定 吉原 170603 170604

1705064 トーマス 青 まるで動かない 入院決定 Ｃ 3
室内おもちゃなるも、砂場での遊びへ。砂
まみれの為、オーバーホール実施

加藤 170531 170611

H29.6.11 リージョンプラザ上越

1706001 ラジコン まるで動かない 入院決定 橋詰

1706002 ペットロボット(猫） 白 セガトイズ 一部が動かない 目を瞬きする構造だが動かない 修理不能 Ｋ 15 本体の分解不能にて、修理出来ず 清水 170611

1706003
トーマス（テレビパソ
コン）

エポック社 まるで動かない 入院決定 Ｇ ６・１２
電源部分の接触不良。電極部の腐食（電
池液漏れに依る）必要な清掃と調整で復
旧

飯島 170612 170614

1706004 ハヤブサ 白・緑 一部が動かない 後退するも、前進が出来ない 入院決定 Ｃ 7
押しボタンＳＷが正規の動きがする様
に、分解して接点調整をして復旧

新井 170625 170625

H29.6.25 上越市市民プラザ

1706071 メリーゴーランド 黄 コンビ 一部が動かない 音が鳴るが、上部が廻らない 入院決定 Ｉ 1
駆動用のピニオンギアの更新。電極接点
の折れは、半田修理

¥100 宮澤 170628 170630

1706072 アンパンマン・マーチ バンダイ 動きがおかしい 音楽が鳴らない 入院決定 Ｍ 7 ＳＷ接点不良。マイクコードの断線 加藤 170627 170630

1706073 モーモーさん 白・黒 時々動かない 即日治癒 Ｋ 6 電池ボックスの接点接触不良 飯島 170528 170528

1706074 ベイブレード 赤 動きがおかしい 修理不能 Ｊ ２・１５
調整が不能。購入間もないおもちゃなの
で、メーカー保証にて修理を助言

吉原 170625

1706075 バックフォー 黄・黒 まるで動かない リモコンが作動しない 修理不能 Ａ 8
チャンネルＳＷ・ＯＮ／ＯＦＦＳＷ等の接点
改良剤を塗布。作動不可部品の欠損あ
り。更新出来ず其の儘、返却へ

松村 170627 170629

1706076 ひよこ・オルゴール 橙 動きがおかしい オルゴールの演奏、人形の動きがトロイ入院決定 Ｉ 1
本体内部の主要部（ゼンマイ・歯車ほか）
の動きが遅い。清掃・給油へ。老朽化の
為、電話口にて再生音楽の判断願う

新井 170705 170706

1706077
ジープ（Ｇ－ＤＲＩＶＥ
Ｊｒ．）

青 ＣＣＰ まるで動かない 入院決定 Ａ 12
電池は６本セットさる。電池交換方法が判
らず、３本のみ更新で、残り３本は更新せ
ず。電池容量無で作動せず。説明済み。

保坂 170625 170627

1706078

1706079 ピアノ 黒 時々動かない 入院決定
6.7.9
.12

断線有り。ハンダし直しにて復旧。各部の
接点清掃・調整へ

橋詰 170712 170723

H29.7.2 マリーンドリーム能生

Ｎ１７０７００１Ｎ ギター 一部が動かない 修理不能 Ｍ 8 ＩＣ基板の不良で修理不能 瀧澤 170702

Ｎ１７０７００２Ｎ ゲーム 赤 一部が動かない 電池ボックスのネジ不良 即日治癒 Ｆ 4 ネジ更新 飯島 170702

Ｎ１７０７００３Ｎ アンパンマン・レジスター 赤 一部が動かない センサーが反応しない 入院決定 Ｇ 7

センサー部のプラスチック板が過熱変形
し可動部分が固化・動かない症状に。Φ
５程度の穴を追加工し可動部分を取り付
け

松村 170711 170819



Ｎ１７０７００４Ｎ 魚釣り 赤 治療見合わせ Ｊ 1
ギヤ部の第１・２・３を更新しないと作動出
来ず。代替部品が無く治療見合わせへ

加藤 170702

Ｎ１７０７００５Ｎ
アンパンマン・ミュー
ジュック・ショウ

赤・黄 ＴＯＨＯ まるで動かない 入院決定 Ｍ ８・１０
ピアノの人形が動かない～トランジス
ター・コンデンサー不良。マイクの雑音不
良～マイクコードの劣化にて更新

￥200＋
￥108（Dr
分）

飯島 170717 170720

Ｎ１７０７００６Ｎ ピカチュー① 一部が動かない 入院決定 Ｋ 12 各部の点検にて復旧 加藤 170707 170709

Ｎ１７０７００７Ｎ ピカチュー② 時々動かない 入院決定 Ｋ 6
電池ボックスの「－極」のスプリング破
損。加工取付。右腕作動せず。取り付け
部の新作復旧

瀧澤 170719 170723

Ｎ１７０７００８Ｎ ピカチュー③ 即日治癒 Ｋ ７・９ 各部点検にてＯＫ 加藤 170702 170702

H29.7.9 リージョンプラザ上越

1707001 時計 一部が動かない 目覚ましＳＷが作動しない 即日治癒 Ｊ 13 ＳＷ本体の歪みを修正にて復旧 吉原 170709 170709

1707002 オルガン 青 まるで動かない 入院決定 Ｍ ７・９
マイナス・コードの断線。基板接点（断線
部）のバイパス線取り付け。上蓋の取り
付けビス潰れの除去

瀧澤 170719 170722

1707003 剣 黒 バンダイ まるで動かない 入院決定 Ｆ １０・１２
電源切れ。剣の落下で「スピーカー」線の
断線あり。ハンダ復旧

飯島 170711 170722

1707004
アンパンマン・初めて
のあいうえお

赤 即日治癒 Ｍ ７・１２ 電池容量無し。接点汚れにて掃除 加藤 170709 170709

1707005 ラジコン（ハマー） 黒 入院決定 加藤 170731

1707006
ラジコン（ランボル
ギーニ）

白 一部が動かない
走行モーターの空転が起きている
模様

入院決定 Ａ 1
駆動ギヤボックス内のギヤ損耗大。２連
式の更新

￥350（Ｄ
ｒ立替）

橋詰 170721 170802

1707007 パワーショベル 青 一部が動かない
主ア―ムが下降するも上昇がきち
んと動かない

即日治癒 Ｂ 5
主アームは、バネで持ち上げる（補助）構
造なるも、支点が外れて機能して居な
かった（父親に、注意を伝言）

新井 170709

1707008 トラック 青・黒 一部が動かない
荷台（ダンプ構造）のヒンジが損傷
してスウィング出来ない

入院決定 Ｂ 5
ダンプの荷台のヒンジ部の損傷。手持ち
材料にて復旧

新井 170813 170813

1707009
くすぐりエルモ（※開
院日とは別日に直接
依頼あり）

赤 まるで動かない 入院決定 Ｇ 6 電極の再研磨にて復旧 飯島 170710

H29.7.16 「柿崎福祉センター」

Ｋ１７０７００１Ｋ ヒラヒラお魚キャッチ 青 一部が動かない 治療見合わせ Ｊ 15 主要部品（ホース）の劣化で、修理不能 飯島 170716

Ｋ１７０７００２Ｋ くまモン まるで動かない 即日治癒 Ｋ 12 電池切れと判明。電池更新を依頼へ 保坂 170716 170716

Ｋ１７０７００３Ｋ 白バイ まるで動かない 入院決定 Ｂ 2
タイヤ変形が大。加熱にて修正、主軸部
分加工取り付け

￥300（Ｄ
ｒ立替）

橋詰 170718 170718

Ｋ１７０７００４Ｋ 時計（ロボット型） まるで動かない 即日治癒 Ｐ 12 メイン基板の電源系の配線の半田復旧 瀧澤 170716 170716

H29.7.23 上越市市民プラザ

1707051 くるくるテレビ ポピー 一部が動かない 電池更新しても「ガァーガァー」と云うだけで画像が切り替わず入院決定
画像フィルムの「送り装置」の修理。当該
カセットの作動が悪く、送りコマも切れて
居る。（他のカセットでは、動作の可能性

吉原 170723 170723

1707052 ダンシングしま 入院決定 加藤



1707053 ピアノ 黄 セガ 一部が動かない リズム楽器の音が出るが、白・黒の鍵盤音が出ない入院決定 Ｍ 9 １３線リード線の断線。ハンダにて復旧 飯島 170726 170729

1707054 ネコのぬいぐるみ 茶 イワヤ 動きがおかしい 歩行～首振り～鳴きが出来ない 即日治癒 Ｋ 5
左後脚の骨折～接着剤・銅線で固定復
旧。尾部の骨折も結束バンド・銅線で復
旧。鳴き笛は、エア漏れと判断、補修復

保坂 170723 170725

1707055 アンパンマン・バス 赤 一部が動かない 絵が動かない 即日治癒 Ｂ 2
スライド押し部品の損傷。接着剤にて復
旧（接着の為、再度破損の惧れありを伝
言）

野澤 170723 170723

1707056
小枝ちゃんの木のお
うち

黄緑茶 トミー まるで動かない エレベーターが動かない 即日治癒 Ｐ 3
異物混入にて詰りあり。異物除去にて復
旧

瀧澤 170723 170723

1707057 トミカ・シンカー タカラトミー 一部が動かない 即日治癒 Ｂ 2 タイヤ主軸の曲がり。直しにて復旧 加藤 170723 170723

1707058 キティちゃんの扇風機 桃 サンリョウ まるで動かない 即日治癒 Ｊ 2
モーター不良で更新。（モーターは手元の
在庫品で無償扱い）

渡部 170725 170725

1707059 太鼓でドンドン 永岡書店 一部が動かない 光るが音が出ない 入院決定 Ｍ 10
スピーカー不良（中古品にて更新）。各種
接点は、異常なし

村上 170729 170729

1707060 バンビ 黄 一部が動かない 光るが音が出ない 入院決定 Ｍ 8
ＩＣオンボードの不良と思われる。スピー
カー・ＳＷ各種接点は異常なし

村上 170729 170729

1707061 うーたん 一部が動かない 光るが音が出ない 治療見合わせ Ｍ 15 分解が不能で見合わせ 村上 170729

1707062 アンパンマン・三輪車 即日治癒 Ｏ 橋詰 170723 170723

1707063 クロックマン タカラトミー 一部が動かない 口は動作するも、音声が出ない 入院決定 Ｇ 10
スピーカーが損傷（仕様；１６Ω０．２５
Ｗ）。特殊な為、依頼主の希望で別途取
り寄せ更新へ

￥551（Ｄ
ｒ立替）

飯島 170823 170827

1707064 ソニックメテオ 時々動かない
合体ロボの取り付け穴がガタガタ
になり、直ぐに外れる

入院決定 Ｄ 4
ＵＶ（紫外線）クラフトレンジ液（マニキワ）
で穴をし小さく埋める。その後、必要な大
きさに調整仕上げ

飯島 170726 170729

1707065 トミカビル トミカ 動きがおかしい 回転時の音が何時もと違う 入院決定 Ｐ 1
駆動ギヤの破損・更新。クッションバネの
更新

加藤 170729 170730

1707066 消防車 赤
ボタンと押すと音が出る構造なる
も、音が出ない

入院決定 Ｂ ７・９ ＳＷ不良。リード配線の劣化あり、交換へ 加藤 170727 170730

1707067 リモコンクレーン 自作 一部が動かない
前進・後進・カーブも可。クレーン
操作が上手く行かない

入院決定 Ｂ ５・７
コントローラーの接点不良。クレーン部の
輪ゴム更新。タイヤ部は、手持ちのプー
リーを転用修理

渡部 170807 170809

H29.8.27 上越市市民プラザ

1708051 バズライトイヤー バンダイ まるで動かない ＳＷを入れると喋り、レーザー音がする構造治療見合わせ Ｄ
新品な為、返却（客先にてメーカー保証
へ）

加藤 170827

1708052 ＴＯＹＲＯＹＡＬ 時々動かない 音が鳴ったり、鳴らなかったりする 入院決定 Ｍ ７・３・６ ＳＷ不良と判断。分解修理 宮澤 170827 170903

1708053 仮面ライダーベルト 時々動かない 「変身」時に音が繰り返す構造 入院決定 Ｐ 12 電池切れ 保坂 170827 170828

1708054 アンパンマンレジ 赤 ＳＥＧＡＴＯＹＳ 一部が動かない 治療見合わせ Ｍ 2 部品不良につき、修理不能 橋詰 170827

1708055 魚釣り 緑 まるで動かない 入院決定 Ｊ ７・１２

回転を制御する３連抵抗板がスライドＳ
Ｗの繰り返しの作動で摩滅し一定の回転
速度でのみ復旧.。退院後、客先の試運
転で廻らないとの連絡で再入院。SW導線
で一部断線あり全復旧へ

新井
170830
（再）
170904

170902
（再）
170909

1708056 アンパンマンの車 茶 ＴＯＨＯ まるで動かない 即日治癒 Ｃ 9 リード配線・各部接点修理 橋詰 170827

1708057 鉄砲 青・黄・橙 まるで動かない 入院決定 Ｐ ５・７
モーター固定金具のビスが紛失してファ
ンが周囲に擦れ回転出来ず。引き金のＳ
Ｗ接点不良もあり、接点磨きにて復旧

飯島 170830 170909



1708058 犬 白 入院決定 瀧澤 170906

1708059 ラジコン 黒 まるで動かない 入院決定 Ａ ８・１５
プリント基板の清掃・チェック。強制電流
にて復帰

村上 170827 170902

1708060 バズ 青 動きがおかしい 接点が悪い。振動が無くなり「カラカラ音」がする入院決定 Ｊ ２・９ 回転部の根本から破損。補強接着修理 加藤 170831 170910

1708061 ソーメン流し まるで動かない モーターが回転しない」 即日治癒 Ｊ 12
水流ポンプの羽根車が固着（汚れが原
因）。外部から強制的に回転させて復旧

保坂 170827

1708062 ぬいぐるみ(猫） 一部が動かない 声が出ない。後ろ脚が折れている 入院決定 Ｋ 2
声は、「泣き笛」の取り付け修正。後ろ脚
の骨折は銅線の巻き付けで復旧

村上 170827 170902

1708063 フリモプエル 一部が動かない 電池ボックスの留めネジが潰れる。ネジ更新も即日治癒 Ｋ 13 損傷ネジを工具にて除去。ネジ更新 加藤 170827

1708064 オルゴール （イタリア製） まるで動かない ゼンマイネジを巻いても、オルゴール・人形の踊りが出来ない即日治癒 Ｉ 14
ＳＷとなるノブ（木製）の操作ミス。正規の
操作で復旧

新井 170827

1708065 ゴーガイ・ガン 黒・赤 バンダイ 一部が動かない 音が鳴らなくなった 入院決定 Ｐ 10 スピーカー不良。更新へ
￥300（Ｄ
ｒ立替）

飯島 170921 171008

1708066 ＥＴＣドライブ 灰 まるで動かない 入院決定 Ｂ 1

昇降用コンベアは、連結棒で上下同時駆
動する構造。その駆動ピニオンギヤの損
傷で空転（２個とも歯底亀裂）。ギヤをス
テン番線で結束＋接着材固定へ。（更新
したくも仕様合わず）

新井 170904 170905

1708067 ラジコンカー 青 ？ まるで動かない 入院決定 Ａ ３・７
送信機ＳＷ不良にて交換。本体オーバー
ホール。（砂除去〉

￥200（Ｄ
ｒ立替）

加藤 170910 170910

1708068
アンパンマン・キー
ボード

まるで動かない 入院決定 Ｇ ６・７・１０

全体的に各部の劣化が目立つ。メインＳ
Ｗの発錆・配線の断線・マイクコードの劣
化・作動ベルトの劣化で人形は作動せず
終い

￥108（Ｄ
ｒ立替）

飯島 170831 170903

1708069
アンパンマン・ボンゴ
で遊ぼう

ＰＩＮＯＣＣＨＩＯ まるで動かない 入院決定 Ｍ ６・９
電池液漏れにて電極端子の汚れ・電源
（－極）リード線の外れ。端子の清掃と
リード線の更新

保坂 170827 170930

1708070 踏切 ＴＯＭＹ 動きがおかしい 入院決定 Ｃ ２・５
踏切跳ね上げ板の修理・スプリング（紛失
品）の取り付け・作業支持部品の取り付
け復旧へ

￥195（Ｄ
ｒ立替）

橋詰 170902 170903

1708071 黄色の鳥 黄 まるで動かない 入院決定 Ｊ ５・７ 半田て直し。駆動モーター更新
￥150（Ｄ
ｒ立替）

橋詰 170902 170903

1708072 アンパンマン・ピアノ 赤 一部が動かない 入院決定 Ｇ 7
鍵盤の半分程度が音が出ない。鍵盤ＳＷ
部の接点不良で、再研磨

飯島 170901 170903

1708073
ディズニーメイストー
リー

ウッディ 一部が動かない 背中の紐を引くと声が出る仕組み。入院決定 Ｋ １・２ 損傷部品の部品加工、組み立て
￥200（Ｄ
ｒ立替）

橋詰 170909 170910

H29.9.10 リージョンプラザ上越

1709001 ラジコンスバル 青 まるで動かない 即日治癒 Ａ 9 駆動モーターの断線～修理 瀧澤 170910 170910

1709002 プラレールトーマス 緑 タカラトミー まるで動かない 即日治癒 Ｃ 9 断線あり。配線を延しハンダ付け直し 飯島 170910 170910

1709003 ヘリコプター 黒 ファイヤーアロー一部が動かない
後尾の羽根が飛んで行ってしま
う。下のプロペラが回転しない

即日治癒 Ａ 2
下段のモーター不良。交換品の持ち込み
の為、更新して復旧

野澤 170910 170910

1709004 消防車 赤 一部が動かない ハシゴ車のバケット損傷 入院決定 Ｂ 13 バケット取り付け復旧 清水 170919 170920

1709005 レジ 桃 一部が動かない 入院決定 Ｊ 9
バーコード・リコーダーの断線。新線にて
更新

新井 170917 170920

1709006 プラレール 時々動かない 時々止まる。坂道を登れない 入院決定 Ｃ 2 駆動輪のタイヤゴム更新 清水 170919 170920



1709007 Ｅ７系かがやき新幹線 青 ＴＯＭＹ まるで動かない 即日治癒 Ｃ 9 導線の半田し直し 橋詰 170910 170910

1709008 ブルースター 青 マスダヤ まるで動かない 入院決定 Ｃ 6
電池液漏れにて電極板の腐食発生。電
極板相当の更新・スプリング・半田付けま
で

￥180（Ｄ
ｒ立替）

橋詰 170912 170918

1709009 トーマス 青 まるで動かない 入院決定 Ｃ 5
駆動ギヤボックスの不具合。調整修理、
電気系統の点検も済み

加藤 170918 170930

1709010 歩行器 青 マンテン ボタンを押すと音楽が鳴る構造 即日治癒 Ｐ 7 接点不良と判断。接点磨きにて復旧 飯島 170910 170910

1709011 ピアノ 黒 一部が動かない 本体の上蓋が外れて開閉出来ない入院決定 Ｍ 2
上蓋のヒンジ部のビスを市販品にて追加
工利用。

￥240（Ｄ
ｒ立替）

橋詰 170912 170912

1709012 言葉図鑑 修理不能 加藤 170919

H29.9.24 上越市市民プラザ

1709051 働く自動車（ビッグローダー）黄 タカラトミー 時々動かない 前進しない 即日治癒 Ｂ 5 駆動ギヤの調整にて復旧 吉原 170924 170924

1709052 ビッグレーシング チュリコ 一部が動かない モーターが回転するも走行しない 入院決定 Ａ 1
モーターピニオンギヤの弛み（経年変
化）。代替ギヤが無く、応急的処置（モー
ター軸をヤスリ掛け・ロックタイト固定）。

保坂 170925 170927

1709053 プラレール（３個口）
黒（１個）
グレー（２
個）

即日治癒（１
個）入院決定
（２個）

Ｐ ７・１２
電池切れ／単二１本予備品にて更新。
（９／２４）ＳＷ接触不良及び接続部接触
不良（１０／４）

松村

１７０９２４
（１個）　１
７１００４
（２個）

１７０９２４
（１個）
１７１００６
（２個）

1709054
プラレール・サンダー
バード（３個口）

即日治癒（２個）入院決定（１個）Ｃ 3
モーター修理。（９／２４）　連結部交換（９
／３０）

¥50 加藤

１７０９２４
（２個）　１
７０９３０
（１個）

１７０９２４
（２個）
１７１００６
（１個）

1709055 プラレール 黄 まるで動かない 入院決定 Ｃ 5
駆動モーターが破損。病院の中古モー
ターにて更新。

飯島 170925 170926

1709056 玩具のピアノ 一部が動かない 「ソ」の音が出ないことが多くなった修理不能 Ｍ 15 吉原 170924 170924

1709057 ぬいぐるみ・犬 黒 一部が動かない
「オーム返し」が出来ない。　　（※
犬の首振りは出来る）

入院決定 Ｋ 新井

1709058 アンパンマン・カメラ 入院決定 瀧澤

1709059 機関車トーマス 野中製作所 時々動かない 少し動くと止まってしまう 入院決定 Ｃ ４・６・８
モーター分解修理、ブラシ交換。ＳＷ不良
にて更新。各部の清掃及び給油

￥950（Ｄ
ｒ立替）

加藤 171003 171006

1709060
小枝ちゃんの木の御
家

まるで動かない 入院決定 Ｊ 6
電池ボックスの「－極」の端子折れで、修
理

吉原 170926 171005

1709061 メリー 橙・黄 コンビ まるで動かない ＳＷを入れると上部の飾りが回転する構造なるも、ＮＧ入院決定 Ｉ 7 ＳＷのＯＮ／ＯＦＦ不良。 加藤 170930 171008


