
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
H29.9.10 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（Ｄｒ
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（Ｄｒ
立替）

橋詰 170912 170912

1709012 言葉図鑑 一部が動かない 修理不能 Ｇ 15 加藤 170919 171203
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）　１７
１００４（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）　１７
０９３０（１

１７０９２４
（２個）
１７１００６

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 10
必要な調査をするも、改善ＮＧ。
マイク・再生回路（基板）での問
題と判断。マイクも更新出来ず返

新井 171030 171101

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（Ｄｒ
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

H29.10.8 リージョンプラザ上越



1710001
働く自動車ビッ
グローダー

即日治癒 保坂 171008

1710002 妖怪ウォッチ 白 動きがおかしい
メダルを入れた時、メダルに
因って音声が異なる筈が、全て
同じ

入院決定 Ｆ 7

４個のＳＷの接点汚れ除去。メダ
ル投入口のヘタリで平らに投入
出来ずＳＷ作動不良へ。テープ
でカバー

飯島 171009 171012

1710003
ぐるんぐるん魚釣

り
緑 マルカ(株） まるで動かない 入院決定 Ｐ 1

駆動モーターのギヤ噛み合せ不
良

瀧澤 171009 171011

1720004 象さん 橙 まるで動かない 修理不能 Ｐ 15 ＩＣ不良 瀧澤 171009 171011

1710005 トーマス 青 トミカ まるで動かない 入院決定 Ｃ 1 ピニオンギヤの更新(加工取付）
￥150（Ｄｒ
立替）

橋詰 171008 171011

1710006 マリオリモコン 赤 即日治癒 瀧澤 171008

1710007 ラジコンカー 白 ＣＥ まるで動かない 入院決定 Ａ 1
ギヤボックス内の軸受の破損。
接着剤補修。欠損ギアの更新

飯島 171010 171011

H29.10.22 上越市市民プラザ

1710071
スバルレガシィ・
アウトパック

青 ジョーセン まるで動かない 入院決定 Ａ ２・８・９

①ショートに依る部品更新。②
リード配線の断線修理。③バン
パー破損（２ヶ所）の加工取付。
④前部連結部の破損修理・加工

￥１、２０0
（Ｄｒ立替）

加藤 171111 171115

1710072 ポケモンクレーン タカラトミー 動きがおかしい

クレーンのチェーンが絡まって動
かない。正規の動きは左右上下に
動きモノを掴み持ち上げ滑り口に
落とす

入院決定 Ｐ 9
横搬送用モーター配線の断線。
ハンダ付け。マイクロＳＷの調整
も

飯島 171025 171027

1710073 消防車 まるで動かない
赤色灯のみの点灯。他は一切
作動せず

治療見合 Ａ
購入後６ヵ月の為、、メーカー（購
入先）でのサポートを依頼した

保坂 171022

1710074 ミニカー まるで動かない 入院決定 Ｂ 12
主原因は、電池容量不足。（購
入時の「テスト用電池」の儘の使
用）

野澤 171101 171118

1710075
アンパンマン・森
の遊園地

セガ まるで動かない 即日治癒 Ｊ 6 電池ボックスの錆除去 瀧澤 171022 171022

1710076
プーさんの
三輪車部品

一部が動かない 電池を交換しても全く動かない 修理不能 Ｏ 15

制御部ＣＰＵの動作不良。（電源ヒュー
ズの断線更新もＮＧ。ＬＥＤランプ／４個
組の１個不良、除外ての動作も不良。Ｓ
ＷはＯＫ）

松村 171111

1710077 しまじろう 黄 一部が動かない タッチしても音が出ない 入院決定 Ｆ ７・９
通信ケーブルの断線。ハンダ付
け復旧。赤外線ランプの点検・修
理・調まで

橋詰 171023 171105

1710078 うさぎ Ｆｉｓｈｅｒ　Ｐｒｉｃｅ 時々動かない
ボタンと押すと流れるお音楽が
流れず、中途で途切れる

入院決定 Ｄ 12
電池の容量ダウン。新品の電池
への更新を連絡

渡部 171023 171025

1710079
プーさんの
三車の付属部

エムアンドエム時々動かない 入院決定 Ｏ 7.0 各部のＳＷの清掃・調整すみ 橋詰 171023 171029

1710080
アンパンマン
キッチン

時々動かない 即日治癒 Ｐ 12 電池混在 吉原 171022 171022

1710081 トミカファクトリー 一部が動かない 回す構造が途中で停まる 即日治癒 Ｂ 5 駆動ロッドの外れ 瀧澤 171022 171022

1710082 ワニ まるで動かない 口が開かない 入院決定 P 2
ワニの上顎を無理に押した為、軸
が折損。軸折れを銅線巻き・接着剤
固定へ

飯島 171024 171026

1710083 リモコンカー 赤 ＸＱＴＯＹＳ 一部が動かない 動きが悪い 入院決定 Ａ 1

ミッション内のギアの隙間が大で空回転
発生。Ｏリング材にて調整済。送信機の
操作と動きが逆現象あり。（前進操作で
後退。後退操作で前進。左右折も逆作
動）モーター配線の組替。

飯島 171024 171026

1710084 ネコ 茶 動きがおかしい
足骨折。「鳴き声」が「ガッ・ガッ」
音に

入院決定 Ｋ 2
骨折部は補強修理。「ガッ・ガッ」
音は歯車欠損に依る。交換不能

加藤 171110 171129



1710085
アンパンマン
元気百倍クリ
ニック

動きがおかしい
注射と心音の処の接触が悪い。
絶えず鳴りっ放し

入院決定 Ｊ ９・１２
外れて居た配線コード（２本）の
再接続。電池容量不足で各種の
現象発生

渡部 171022 171031

1710086
アンパンマン
電話

一部が動かない 「ＣＡＬＬ」が鳴らなくなった 入院決定 Ｇ 6
電池ボックス内の接点が電池液
漏れで発錆。ヤスリで錆除去

渡部 171022 171031

1710087 犬 一部が動かない 足の折損 入院決定 Ｋ 2 複雑骨折にて、補強修理へ 加藤 171110 171129

1710088 パパのビデオ まるで動かない 入院決定 Ｍ 6
電池ボックスの接点不良。ハン
ダ付け修理

瀧澤 171028 171029

1710089 犬 茶 まるで動かない クランク連動部の折れ 入院決定 Ｋ 2
複雑骨折部が４ヶ所。補強にて
接続修理へ

加藤 171110 171208

1710090 ジュエルポット ピンク 一部が動かない 入院決定 Ｅ 7 ＳＷ部の点検・修理 橋詰 171105 171112
1710091 ジュエルポット 薄紫 まるで動かない 治療見合 Ｅ 2 液晶品の損傷を思われ、修復ＮＧ 橋詰 171105 171112
H29.11.12 リージョンプラザ上越
1711001 ニッサン３５０Ｚ 青 ＣＥ まるで動かない 即日治癒 Ａ 6 電池接点の接触修理 瀧澤 171112 171112

1711002
山道道路

タカラトミー 一部が動かない 下部が電池更新しても動かない 入院決定 Ｃ 1
プラギヤの破損／更新。再組立
調整にて作動確認

￥300
（Ｄｒ立替）

橋詰 171202 171206

1711003
小枝ちゃんの木
の　お家

タカラトミー 一部が動かない 音が鳴らない 即日治癒 Ｊ 2 電池切片折れ（２ヶ所）修復 加藤 171112 171112

1711004 ラジコン車 黄 まるで動かない リモコンのボタン操作で車が動く 即日治癒 Ａ 12 電池が装着されず。電池更新 渡部 171112 171112
1711005 犬 ベージュ まるで動かない 声を真似して「ワン・ワン」と啼く 即日治癒 Ｋ 12 電池が装着されず。電池更新 渡部 171112 171112

1711006
スーパーショペル

一部が動かない リモコン・レバー（赤）の損傷 入院決定 Ａ 2
損傷したレバーは背面からビス
止め・接着剤固定へ

渡部 171118 171119

1711007
Ｆｉｒｅ　Ａｒｒｏｗ
ヘリコプター

一部が動かない
本体の中のリード線と基板間で
断線と思わる。（白プロペラ機）

入院決定 Ｐ 9 リード線の断線。接続復旧へ 加藤 171123 171126

1711008 ＬＥＤライト まるで動かない 本体との接続プラグの損傷 入院決定 Ｐ 9 リード線の断線。接続復旧へ 加藤 171123 171126

1711009
アンパンマン
メロディー

一部が動かない ボタンを押しても音が出ない 入院決定 Ｇ 9
スピーカーのリード線の断線。
ハンダにて復旧

渡部 171122 171123

1711010 太鼓でドンドン 黄 永岡書店 まるで動かない 叩いても音が出ない 治療見合 Ｊ 治療説明で、入院を拒まれ引き取らる 渡部 171112

1711011
消防（ハシゴ）車

赤・白 ＴＯＮＫＡ 一部が動かない ハシゴ部が旋回しない 治療見合 Ｂ
治療説明（分解に特殊な工具が必
要で入院が要）で、入院を拒まれ引
き取らる

瀧澤 171112

1711012
犬の玩具

茶 イワヤ まるで動かない
ＳＷ・ＯＮで「ワンワン」と啼き、
両手足・頭が動く

治療見合 Ｋ 「返品」処置 渡部 171112

1711013 ドローン 入院決定 橋詰

1711014
ビュンビュン
サーキット

トミカ 一部が動かない
ＳＷ・ＯＮで「トミカサーキット」と
アナウンスされ、遊べる

治療見合 Ｂ
治療説明（分解に特殊な工具が必
要で入院が要）で、入院を拒まれ引
き取らる

瀧澤 171112

1711015
アンパンマンの
坂道ドライブ

時々動かない
電池ボックス内に発錆し接触不
良か？作動もおかしい？

入院決定 Ｃ 6
電池ボックスの接点部に錆発
生。錆除去。ＳＷ更新も。

橋詰 171113 171120

1711016
プラレール運転手

灰・赤 まるで動かない 入院決定 Ｃ 9
電池ボックス内のヒューズ抵抗
の損傷か？リード線で仮復旧

渡部 171125 171126

1711017
アヒル

まるで動かない 入院決定 Ｎ 1
分解修理。ギヤ部に発錆（水滴
に依る）。

橋詰 171116 171117

1711018
ディズニーライト

まるで動かない 即日治癒 Ｆ 12
電池ボックスの解除（外し）で、電池
容量の不足を確認。電池更新要

加藤 171112 171112

1711019
アンパンマンの
木の玩具

まるで動かない 入院決定 Ｌ 4
各部のゴム連結部の切損。新規
ゴムと更新

￥108
（Ｄｒ立替）

加藤 171125 171202

H29.11.26 上越市市民プラザ

1711071
ネコの動くぬい
ぐるみ

茶・白 動きがおかしい
ＳＷを入れても歩行・鳴声・尻尾
振りをしない

入院決定 Ｋ 1

駆動ギアに接続する第２ギヤが
空転。全分解してギアと軸を接
着固定へ。分解時（加熱）、電池
ボックスの蓋が熱変形し手持材

新井 171201 171208

1711072 アンパンマン 動きがおかしい
回転して音（音楽）が鳴る筈も、出
ない

入院決定 Ｍ 9
左手のＳＷリード線の断線。ハンダ
付けにて復旧（ぬいぐるみは解体修

松村 171126 171126



1711073 ラジコンカー 動きがおかしい 入院決定 Ａ １・２
フロントモーターの不良（リサイク
ル品にて更新）。ピニオンギヤの
破損（新品に更新）

¥100 村上 171202 171202

1711074 ものまね・熊 茶 まるで動かない 即日治癒 Ｋ 12 電池切れ 吉原 171126 171126
1711075 アンパンマン乗物 赤・黄 まるで動かない 入院決定 Ｐ 6 電池ボックスの配線修理 瀧澤 171209
1711076

ワニワニ・パック
ン

緑 動きがおかしい 口を開けてもストッパーが効かない入院決定 Ｄ 2 ストッパーが引っ掛かる様に調整 野澤 171210 171210
1711077

ビクトリーラン
サー

赤 入院決定 野澤
1711078 パトカーラジコン 一部が動かない ライト不備 治療見合 Ａ 部品高価にて修理見合わせ 橋詰 171126

1711079
アンパンマンの
病院ごっこ

まるで動かない 即日治癒 Ｆ 15 各部点検異常なし 加藤 171126 171126

1711080 犬のぬいぐるみ 白 まるで動かない 入院決定 Ｋ １・５
ギヤの割れ。モーター不良で更
新

￥500
（Ｄｒ立替）

加藤 171201 171206

1711081
アザラシのぬい
ぐるみ

白 時々動かない 即日治癒 Ｋ 6 吉原 171126 171126

1711082
プラレール・アド
パンス

青 まるで動かない 即日治癒 Ｃ 14 点検して返品へ 加藤 171126

1711083
アンパンマンの
ぬいぐるみ

まるで動かない 入院決定 Ｋ 7 ＳＷ不良 加藤 171201 171210

1711084
アンパンマン
消防車

赤 まるで動かない ボタンを押しても音が鳴らない 治療見合 Ｂ 15 修理不能にて返却へ 吉原 171126

1711085
アンパンマンの
歩行器

一部が動かない 入院決定 Ｊ 2
バイキンマンのハンドル（裏面）の
留め具が欠損。ロックタイトで仮復
旧

渡部 171127 171130

1711086 消防車 赤 一部が動かない 警報機は鳴るがハシゴが旋回せず入院決定 Ｂ ７・９
ＳＷ点検補修。半田付け部の配
線腐食・断線有り。半田修理

松村 171202 171202

1711087 バズライトイマー 緑・白 まるで動かない おしゃべりする・腕が光る筈 入院決定 Ｆ ２・９
リード線の断線（２本）。ＩＣ不良。
腕が関節内で断線あり半田修正

村上 171202 171203

1711088 ラジコンヘリ （赤外線式） 一部が動かない 旋回羽根の折損 入院決定 Ａ 13
回転翼（取付部）の破損。手持ち
の翼（サイズ異なる）の取付部を
切除/組替し接着転用へ

野澤 171126 171201

1711089
アンパンマン
レールでＧＯＧＯ

アガツマ まるで動かない
バッテリー充電、リモコン電池更
新するも動かない

入院決定 Ｃ 12
バッテリ―入れ替え取付。半田
修理。充電器のターミナル加工

橋詰 171209 171210

1711090 ドラえもん 一部が動かない 入院決定 Ｂ／Ｅ 6 電極接点調整 加藤 171201 171205

1711091 メリーゴーランド 黄 トミー まるで動かない 入院決定 Ｉ 6
電池液漏れにて内部の基板腐
食。リード線の一部更新

￥350
（Ｄｒ立替）

加藤 171128 171209

1711092 ドライアー 赤 まるで動かない 入院決定 Ｊ ７・９
ＳＷ部の破損修理。リード線の断
線修理。

加藤 171130 171209

H29.12.10 リージョンプラザ上越

1712001 アンパンマン電話 バンダイ 一部が動かない マイクが不良へ 入院決定 Ｍ　 9
マイク・リード線の断線、復旧。断線
が心配される回路（数ヶ所）の事前

松村 171214 171215

1712002
犬

茶 一部が動かない 右後足が動かない 入院決定 Ｋ 2
駆動部（プラ製）の破損。プラ軸
受２ヶ所加工（前右足＋後左足）

￥650
（Ｄｒ立替）

橋詰 171221 171223

1712003 パンダ 白・黒 一部が動かない 電池ボックスの破損 即日治癒 Ｋ 13 電池蓋の割れ修理 加藤 171210 171210

1712004
プラレール
（リモコン仕様）

アドバンス まるで動かない 入院決定 Ａ／Ｃ 7
受信機のＳＷ接点不良。接点磨
きにて復旧

飯島 171215 171217

1712005
ショベルカー

黄 一部が動かない 左右に動かない 即日治癒 Ａ 12
電池がニッケル水素電池で、容
量不足（＠1.2Ｖ）

瀧澤 171210 171210

1712006 ガシャット バンダイ 一部が動かない ＳＷで音が鳴るのに一部しか出ない即日治癒 Ｐ 12 ボタン電池の容量不足（1.2Ｖ前後） 新井 171210 171210
1712007 おしゃべりネコ 白・黒 動きがおかしい 即日治癒 Ｋ 12 電池電圧不足 瀧澤 171210 171210

1712008 アンパンマンピアノ まるで動かない 音が全く出ない 入院決定 Ｍ　 2
スピーカー部は接着にて修理ＯＫ。
音は基板上のＩＣ不良で修理断念

渡部 171216 171224



1712009
ペンギン

ＣＥ まるで動かない
喋ったことをオウム返しをする。
羽根もバタつかせる

修理不能 Ｋ 8 ＩＣ基板の不良で修理不能 飯島 171215 171224

1712010 ビッグトラック ＷＥＮＳＨＥＮＧ まるで動かない 音楽が鳴りながら水槽の魚が動く即日治癒 Ｂ 7 ＳＷ部の故障 加藤 171210 171210
1712011 ナーフ オレンジ タカラトミー 一部が動かない 内部の線ばねが絡まって居る 即日治癒 Ｐ 1 銃弾倉の内部のバネの引っ掛かり 新井 171210 171210

1712012
アンパンマンピアノ

赤 一部が動かない 入院決定 Ｍ　 ９・３
アース線の導線不良にて更新。
各部接点清掃済

瀧澤 171223 171224

1712013 ＴＯＲＯＶＥ　ＨＯＲＳＥ まるで動かない 修理不能 Ａ／Ｂ 8 受診用ＩＣ基板の不良で修理不 飯島 171215 171225
1712014 プラレール 一部が動かない 連結部の損傷（４基連結） 入院決定 Ｃ １ヶ新品と更新 50 加藤 171220 171224
H29.12.24 上越市市民プラザ

1712051 〇×ピンポン まるで動かない 音が出ない 即日治癒 Ｇ ７・１２

電池液漏れにて電極・リード線の
断線。ＳＷ接点腐食にて不良。
（ＳＷの腐食大にて再度故障の
惧れ

保坂 171224

1712052 ウルトラクイズ まるで動かない 即日治癒 Ｇ 6 電池ボックスの接点の発錆 瀧澤 171224

1712053
アンパンマンの
ぬいぐるみ

まるで動かない 即日治癒 Ｋ 7 各種ＳＷの接点不良 吉原 171224

1712054 ウルトラマン まるで動かない 即日治癒 Ｇ 6 電極（－部）の破損。半田にて更新 野澤 171224
1712055

アンパンマン押し
口

まるで動かない 即日治癒 Ｍ 12 電池装着が逆向き 飯島 171224

1712056
「あいうえお」と
「ＡＢＣ」の森

緑 まるで動かない 即日治癒 Ｊ 6
ボタン電池の電極接点の汚れ。洗浄・
清掃にて復旧

村上 171224

1712057
アンパンマンわく
わくクレーンゲー
ム

一部が動かない 即日治癒 Ｊ 13
バケットリングの外れ。正規に復
旧

宮澤 171224

1712058 時計 まるで動かない 即日治癒 Ｊ 2 時計針の脱落。復旧 加藤 171224
1712059 トーマス電車 時々動かない 音が時々出ない 治療見合 Ｃ ６・７ ＩＣ不良にて治療見合わせ 橋詰 171224

1712060 オーブカリバー 銀・赤・黒 バンダイ 一部が動かない トリガーを押しても音が鳴らない 即日治癒 Ｄ 7
ＳＷ部と基板のリード線の断線。
ハンダ付けにて復旧

渡部 171224

1712061
メリー
（ディズニー）

動きがおかしい
回転不能。ライト点滅無し。音が
中途で止まる

即日治癒 Ｊ 14 作動確認するも異常なし 飯島 171224

1712062
ゴジラ
（２０年モノ）

濃緑 まるで動かない
歩行・雄叫び声・口の開閉・両
肩のライトアップがする構造

入院決定 Ｄ ２・５

駆動本体部は異常なし。左脚の揺
動リンクの折損・揺動駒の外れ、
セットビス部の欠損等あり。接着剤
にて全修理。外套部はＳＵＳ細線等

新井 171231 180105

1712063 オルゴール ディズニ― まるで動かない ゼンマイが巻けない。音が途切れる治療見合 Ｉ 瀧澤 171224
1712064 ピアノ 青 一部が動かない マイク音が鳴らない 治療見合 Ｍ 15 マイク部の分解出来ず断念 吉原 171224

1712065 ラジコンヘリ ジョーゼン 動きがおかしい 飛ばない。左回転のみ 即日治癒 Ａ 13
赤外線ヘリの上翼の回転不足（回
転がし難い）。室内運転で落下に依
り位置ズレ発生か？

野澤 171224

1712066 プラレール 青 タカラトミー 一部が動かない 走りが一定で切り替えが出来ない 入院決定 Ｃ ３・４ 汚れ除去と給油で復旧 飯島 171225 171227
1712067 プラレール 白 タカラトミー まるで動かない 入院決定 Ｃ 12 電池ナシ 宮澤 171224 171227

1712068 剣 緑 まるで動かない 刃の付け根部分で折損 入院決定 Ｐ ２・７
電源ＳＷの不良の為、在庫ＳＷにて
更新。破損部は接着で応急対応

渡部 171225 171227

1712069
アンパンマンダ
ンス

まるで動かない 入院決定 Ｋ 7 ＳＷ不良で更新へ 加藤 171226 171227

1712070 プラレール 黄 まるで動かない ランプ点灯しながら動く構造 即日治癒 Ｃ 6 電池接点の清掃にて復旧 瀧澤 171224

1712071 風車 動きがおかしい 羽根が一枚損傷 即日治癒 Ｂ 2
飾り羽の一枚が損傷。ＰＰ専用
接着剤にて復旧

野澤 171224

H30.1.28 上越市市民プラザ
1801051 トミカプラレール 薄青 トミカ まるで動かない 即日治癒 Ｂ 6 電池電極板（－極）の接触不良 松村 180128
1801052 トーマス 緑 時々動かない 即日治癒 Ｃ 13 各部点検（オーバーホール） 加藤 180128

1801053
アンパンマン
自動車

動きがおかしい 電池更新するも作動せず 入院決定 Ｏ 7
ハンドル側ＳＷ（６個）、アクセル
側ＳＷ（４個）の接点不良。磨き
にて復旧

飯島 180202 180209

1801054
アンパンマン
（縫い包み）

まるで動かない 即日治癒 Ｍ 6 電池ボックス・接点不良／清掃 瀧澤 180128



1801055 バトルドーム 黒・灰 入院決定 渡部
1801056 メロディー盤 緑 入院決定 渡部
1801057 ピアノ 入院決定 渡部

1801058 アンパンマン セガ まるで動かない 入院決定 Ｋ 13
電池ボックスの底部破損。針金
にて補強

滝澤 180210 180211

1801059 トーマス 青 入院決定 松村
1801060 賑やかごドライ 灰 トミカ 時々動かない 車を上昇するベルトが作動不良 入院決定 Ｂ 1 ピニオンギヤの折損にて更新 渡部 180211 180217
1801061 トーマス 青 まるで動かない 即日治癒 Ｃ 6 電池不良 渡部 180128

1801062 メリー 白・緑 動きがおかしい
クルクル回転する筈が回転しな
い

入院決定 Ｉ 1 ギヤ破損及び電子部品更新
￥３００
（Ｄｒ立替）

加藤 180131 180218

1801063
ディズニー
キャラクター

黄 一部が動かない ＳＷを押しても作動しない 入院決定 Ｇ 8
基板からのリード線の断線。電
子部品（トランジスター）更新

￥3００
（Ｄｒ立替）

加藤 180131 180204

1801064 マリオのラジコン 赤 まるで動かない 即日治癒 Ａ 9 リモコンの断線 飯島 180128

1801065
フィッシャー
プライス

赤 まるで動かない 即日治癒 Ｊ 9 ＳＷ部の作動不良 加藤 180128

1801066 欲張りおもちゃ まるで動かない 入院決定 Ｉ 6 電池液漏れで内部腐食
￥3００
（Ｄｒ立替）

加藤 180131 180204

1801067 トーマス（大型） 青 まるで動かない メロディー、汽笛が鳴らない 入院決定 Ｃ 6 各部ＳＷの点検で復旧 渡部 180210 180211

1801068
お風呂で
アンパンマン

赤 アガツマ まるで動かない 入院決定 Ｎ ５・７
ポンプモーター不良（接触部／可動
部）。ＳＷ（ＯＮ／ＯＦＦ）接点修理

松村 180210 180211

1801069 消防車 赤 入院決定 渡部
1801070 プレイメイト 白 動きがおかしい 入院決定 Ｇ 2 駆動ベルトの劣化不良。応急修 加藤 180131 180204


