
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

1804001 ネコのぬいぐるみ 白 IWAYA 動きがおかしい 右後ろ脚が骨折している。 入院決定 K 02 破損していた足の軸受けをプラリペアで作成しました。 飯島 180410 180412

1804002 FUN！Drums ｶﾗﾌﾙ トイロイヤル まるで動かない 入院決定 E 07 スイッチ2か所不良、代替品に交換しました。 加藤 180416 180605

1804004 ラジコンカー 赤 TOYOTA FJ まるで動かない 入院決定 A 15
基板腐食のため修理不能、おもちゃ病院に寄付頂きました。
Dr.研修・部品取り等に活用させていただきます。

橋詰 - -

1804006 プーさん 黄 まるで動かない 歩き、話す 入院決定 K 08 基板IC不良のため、修理不能 飯島 - 180426
1804007 電車 黄 まるで動かない 入院決定 C 03 スイッチ・電池ホルダーの錆を除去、可動部に注油しまし 吉原 180409 180413
1804008 ミッフィーアイメリー 黄 動きがおかしい 回り、音楽が鳴る。 入院決定 M 01 本体で支柱のロックバネが欠損、代替品を取り付けました。 渡部 180408 180412
1804009 ネコのぬいぐるみ 白 一部動かない 入院決定 K 09 配線が劣化していた。新しく作成し取り付けました。 滝沢 180415 180416

1804010 プラレール（ゴードン） 青 TOMY まるで動かない 入院決定 C 02
モーター故障（ブラシの破損）、代替中古モーターを取り付け
ました。

飯島 180410 180411

1804011 プラレール（ピンク9） ピンク TOMY まるで動かない 入院決定 C 07 電源スイッチ調整、欠損したタッピングネジは代替品を取り 飯島 180410 180411

1804051 ベイブルード 黒 即日治癒 加藤 180422 
1804052 リモコンカー まるで動かない ボタンを押すと走る。 即日治癒 A 09 リード線断線、再ハンダをした。動作良好。 野澤 180422 180422

1805001 トッピー まるで動かない 即日治癒 M 07 スイッチ接点の汚れを清掃しました。 加藤 180513 180513

1805002 ミニカーポルテ 黒 ドアガラス外れ 即日治癒 B 02 ドア内張り外れを分解し接着し、可動部に注油しました。 滝沢 180513 180513
1805003 コロコロボール 青黄緑 CE まるで動かない 落としたら動かなくなった 即日治癒 M 09 落下の衝撃で外れた基板のハンダを再ハンダしました。 飯島 180513 180513

1805004 ショベルカー 緑 コマツ 一部動かない
レバー不具合、カッカッカッと
音がする

入院決定 B 02
各電極接点・プラギア・ギア軸受け修理（加工取付）しまし
た。

¥350 橋詰 180602 180610

1805005 おもちゃスマホ 白 動きがおかしい 電池box蓋をしないで押すと鳴 即日治癒 H 06 電池ボックスの電極が接触不良、調整しました。 加藤 180513 180513

1805006 音でなりきりキッチンセット ベネッセ まるで動かない 電池を交換したが動かない 即日治癒 M 06
電池液漏れで腐食した電極を清掃しました。長期間使用し
ない場合は電池を外してください。

保坂 180513 180513

1805007 ラジコン・ハスラー 青 入院決定 加藤

1805051 流しそうめん器 緑 まるで動かない 即日治癒 J 09
外れたリード線をハンダ付け、固着したモーターは注油で回
転可になりました。

宮澤 180527 180527

1805052 プラレール ｵﾚﾝｼﾞ まるで動かない 入院決定 C 13 
困難な分解（一部切削）作業と錆落とし・オーバーホール、動
輪タイヤ2本交換しました。

¥200 加藤 180605  180610 

1805053 キリン 黄 まるで動かない 入院決定 D 09
内部のリード線が2か所断線、ハンダ付け後動作を確認⇒
良好でした。

野澤 180530 180531

1805054 ひよこちゃん 赤 音が出ない
ころんころんと揺らすとかわい
い音がする

入院決定 P 13 本体分解、振り子のひも切れを修理しました。 滝沢 180606 180613

1805055
仮面ライダーシリーズDXｴ
ﾎﾞﾙﾄﾘｶﾞｰ

黒 バンダイ 一部動かない 入院決定 F 08
電池BOX内でショートし抵抗型ヒューズが切れた。代替品を
取付、各接点・スイッチを分解点検しました。

加藤 180609 180610

1805056 メリーゴーランド 黄 動きがおかしい
電池を入れると動くが止まら
ない

入院決定 I 07 主スイッチ部品加工取り換え、ハンダ仕上げを行いました。 ¥300 橋詰 180602 180612

1806001 アンパンマン TOHO 一部動かない ヒモが戻っても動かない 入院決定 K 01
平板巻取用スプリングが劣化、部品調達不可のため修理不
能です。

橋詰 180825 180831

1806002 トミカプラレール新幹線 グレー タカラトミー 一部動かない 即日治癒 C 14 電池の接触不良 飯島 180610 180610
1806003 犬のおもちゃ 白茶 イワヤ 動きがおかしい 前に進まなくなった 入院決定 K 03 前足と後ろ足をつなぐ連結棒が折れていて修理不能です。 飯島 180621 180716
1806004 ドローン 動かせない 即日治癒 A 13 取扱方を説明しました。 滝沢 180610 180610

1806005 電動バイク 黒 動きが遅い 充電しても動きが遅い 即日治癒 O 12
バッテリーの経年劣化のため満充電にならない。バイク本体
はテスト電源で正常動作確認、お客様が代替バッテリーを
購入されることとなりました。

保坂 180610 180610

1806006 ミッキーマウス車 まるで動かない 音が出ない 入院決定 B 07 電極部断線・基板ハンダ修理、スイッチ用LEDを交換しまし ¥300 加藤 180616 180620
1806007 あひる遊泳 まるで動かない 入院決定 G 06 電池ボックス電極接点の接触不良を調整しました。 飯島 180621 180622
1806008 ラジコンカー 赤 一部動かない 入院決定 A 07 コントローラーの後退タクトスイッチ不良、新品に交換しまし ¥100 渡部 180611 180613
1806009 メリーゴーランド 時々動かない ある場所にくると止まってしま 即日治癒 I 04 分解清掃、注油で正常動作になりました。 滝沢 180610 180610

1806010 ﾊﾛｰｷﾃｨー楽しいﾋﾟｱﾉ絵本 ピンク サンリオ 一部動かない
レの音が出ない、曲名を押し
ても演奏しない

入院決定 M 07 基板ハンダ補修、スイッチ各部清掃・調整しました。 加藤 180618 180630

H30.5.13 リージョンプラザ上越

H30.5.27 上越市民プラザ

H30.6.10 リージョンプラザ上越

H30.4.22 上越市民プラザ

H30.4.8 リージョンプラザ上越
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1806011 めばえ付録（水鉄砲） まるで動かない 水が出ない 入院決定 N 04 各部分解、組み立てなおしました。 加藤 180615 180630
1806012 リアルバトルタンク 迷彩 日本オート玩具 まるで動かない 入院決定 A 07 本体の電源スイッチ不良、新品に交換しました。 ¥300 保坂 180612 180620

1806013 ラジコン三菱パジェロ CE まるで動かない 音も全く出でない 入院決定 A 01
破損した駆動軸及び駆動用歯車を代替品に交換しました。
他に本体電池BOX端子接点、コントローラーレバースイッチ
接触不良を改善、コントローラーのアンテナ取り付けました。

¥100 飯島 180621 180624

1806014 ドキンちゃんぬいぐるみ 鼻がはげた 即日治癒 K 13 取れた鼻を接着剤で貼り付けました。 加藤 180610 180610

1806015
あんぱんまんカラーキッズ
タブレット

PINOCCHIO 時々動かない
しゃべったり、しゃべらなかっ
たりする

入院決定 G 06
電池の液漏れによる電極腐食、電極を取り換え補修しまし
た。

¥100 橋詰 180622 180624

1806016 ピアノMQ-014 時々動かない 時々音が出ない 入院決定 M 09 配線接触不良修理とスイッチを清掃しました。 滝沢 180617 180619

1806017 ミッキーマジカルバンド 黄･赤 トミー
音切替スイッ
チが取れた

即日治癒 M 13 脱落したレバー裏側ビスを、カバーを外して取り付けました。 滝沢 180610 180610

1806018 アンパンマン消防車 赤 ピノチオ 一部動かない 入院決定 B 06
腐食電極を交換、マイクロスイッチを交換しました。ホース部
分解修理、各部点検清掃しました。

¥400 加藤 180616 180718

1806051 ピアノ ピンク まるで動かない 入院決定 M 06 電池ボックス電極腐食を清掃、スライドスイッチを交換しまし ¥300 加藤 180624 180701

1806052 アンパンマン 時々動かない
音が出ない。スイッチを入れ
ると音が出るはず。

入院決定 K 07
スイッチを分解清掃したが音が出ない。新品スイッチを取り
付けても音は出なかった。このため修理不能としました。

野澤 180721 180722

1806053 モビール 黄 ピジョン 一部動かない
音は出るがモビールが回転し
ない

即日治癒 I 01 ピニオンギア割れ、代替品に交換しました。 ¥100 飯島 180624 180624

1806054 りかちゃん 首がとれてしまった 入院決定 K 02 首の回転部部品を製作加工し取り付けました。 ¥100 橋詰 180628 180708

1807001 車のおもちゃ ピンク BRUIN 音・光が出ない 即日治癒 B 06 電池ボックスの電極接点腐食。代替品に交換しました。 飯島 180708 170708

1807002 爆笑犬ハッピー 茶 動きがおかしい
笑い声が出ず、機械の音しか
しない

入院決定 K 10
ピニオンギア割れとスピーカー不良、各々代替品に交換、基
板ハンダ補修をしました。

¥300 加藤 180711 180713

1807003 メルちゃんおふろ まるで動かない 入院決定 N 03 シャワーの柄を接続しました。 清水 180721 180721
1807004 水鉄砲、スプーン まるで動かない 入院決定 N 13 スプーンの接続、水鉄砲のポンプ柄の接続をしました。 清水 180721 180721

1807051 ラジコン 黒 まるで動かない 即日治癒 A 06 電極接点不良、清掃しました。 飯島 180722 180722

1807052 まねっこあざらし まるで動かない 即日治癒 K 06 電極接点不良、清掃しました。 加藤 180722 180722

1807053 犬のぬいぐるみ ベージュ まるで動かない 入院決定 K 03 破損した足の軸受とギアを加工して修理しました。 ¥150 橋詰 180724 180729

1807054 車 銀 動きがおかしい
前のタイヤの棒がまがってい
る

即日治癒 B 13 前輪車軸調整修理しました。 吉原 180722 180722

1807055 ショベルカー 青 動きがおかしい 前輪が動かず止まってしまう 即日治癒 B 01 ギア詰まり、各部調整しました。 加藤 180722 180722

1807056 プラレール(トーマス) 赤 時々動かない 坂をのぼらない 入院決定 C 02 加圧クラッチを調整しました。 橋詰 180724 180728

1807057 プラレール（MAX） 白･青 連結器がとれた 入院決定 C 02 切断部分を加工して修理しました。 ¥100 橋詰 180724 180728
1807058 変身スィーツパスト 白･ﾋﾟﾝｸ BANDAI 音が鳴りっぱなし 入院決定 J 07 スイッチを清掃、完治しました。 加藤 180729 180731

1807059 プリキュア変身ﾓｼﾞｭﾚｰｼｮﾝ
白･赤･
ﾋﾟﾝｸ BANDAI まるで動かない 入院決定 J 07 スイッチ接点を清掃、声が出るようになりました。 加藤 180728 180731

1807060 犬のぬいぐるみ 薄茶 まるで動かない 入院決定 K 06 電池ボックス接点、可動部清掃調整しました。 吉原 180803 180804

1807061 やりたい放題 まるで動かない 入院決定 G 07 メインスイッチの接触不良、接点復活剤で完治しました。 飯島 180724 180728

1807062 ハンドベル 黄 時々動かない 音・光が時々出ない 即日治癒 I 08 基板を清掃しました。 加藤 180722 180722

1807063 ピアノ ピンク 時々動かない 治療見合わせ M 08 基板IC不良のため修理不能です。 飯島 180725 180729

1807064 ホッケーゲーム 白･青 まるで動かない モーターが動かない 入院決定 F 07 電源スイッチを分解清掃しました。 加藤 180729 180809

1807065 電動スロープ 青 まるで動かない 入院決定 B 08 電池液漏れでヒューズが腐食、代替品に交換しました。 ¥150 橋詰 180724 180728

1807066 アンパンマン号の車 白赤黄 まるで動かない 入院決定 B 06
電池液漏れで電極が腐食しリード線も断線。電極は磨いて
ビスで固定、リード線をハンダ付けしました。

飯島 180725 180726

1807067 お風呂でアンパンマン まるで動かない 水が出ない 即日治癒 N 03 モーター回転部のゴミを外しました。 滝澤 180722 180722

1807068
アンパンマンタイヤショベ
ル

時々動かない
リモコンリード線が切れかけ
ている

即日治癒 A 09
コントローラー直近でリード線が断線、基板にハンダ付け修
理しました。

保坂 180722 180722

H30.6.24 上越市民プラザ

H30.7.8 リージョンプラザ上越

H30.7.22 上越市民プラザ
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1807101 パワーショベル 緑 まるで動かない アームが折れてしまった 入院決定 B 02 アーム操作レバーを加工製作し取り付けました。 滝澤 180802 180805

1807102 プラレールMaxとき 連結器が外れてしまう 連結器がゆるんでしまった。 即日治癒 C 13 連結器を加熱、調整しました。 滝澤 180722 180722

1807103 ロボット（ブリキ製） シルバー まるで動かない 即日治癒 D 02 部品が無いため修理不能。（有償にての修理は希望しない） 清水 180722 180722

1807104 スターウォーズ目覚し時計 白 左右足の故障 左足折損、右足亀裂 入院決定 D 02 左・右足ともプラリペアにて補修しました。 滝澤 180802 180805

1808051 おきあがりこぼし 赤・白 一部動かない 即日治癒 K 02 人形（プラスチック）の首がとれた。グルーガンで接着。 清水 180826 180826

1808052
NEWトライマスター2ジャイ
ロ

NIKKO
KYOSHO EGG

部品がとれた 充電器を挿すところがとれた 即日治癒 C 06
本体充電ソケット部接点の3か所が外れ、ハンダにて溶接し
ました。

増井
滝澤

180826 180826

1808053 ぬいぐるみ 白 一部動かない 泣かない 入院決定 K 05 顎の軸と頭を動かす連結棒が外れていました。 飯島 180828 180828

1808054 しゃぼん玉 黒 一部動かない 光るがシャボン玉が出ない 入院決定 J 05
しゃぼんを送るポンプのローラーが外れていました。ロー
ラーを元に戻しました。

渡部 180827 180829

1808055 チョロQ 青 一部動かない 治療見合わせ B 15 修理不能です。 飯島 180826 180826

1808056 アンパンマンピアノ 赤・黄 時々動かない 入院決定 M 12
電池4本のうち2本が劣化、正常に動作しなかった。4本とも
新しい電池を入れてください。

橋詰 180827 180830

1808057 ミュージックタンバリン 一部動かない
右側音ボタンを押しても鳴ら
ない

入院決定 G 06 電池液漏れで基板が腐食、清掃しました。 橋詰 180827 180830

1808058 剣 青・赤 まるで動かない 音・光が全くでない 即日治癒 P 17 スイッチの配線外れを、ハンダ付けにて修理しました。 渡部 180826 180826

1808059 ベイブレード（ランチャー） 赤 トミー 動きがおかしい 引っ張ったとき戻りが弱い 即日治癒 A 07 送信機のスイッチ接触不良、分解清掃しました。 滝澤 180826 180826

1808060 ラジコン 白 まるで動かない 即日治癒 A 05 ギア詰まり、各部清掃調整しました。 橋詰 180826 180826

1808061 メリーさん 水色 まるで動かない 即日治癒 I 06 電池ターミナルの外れをねじ止めし、清掃しました。 清水 180826 180826

1808062 クマさん 黄 音が小さい 即日治癒 K 10 スピーカー不良のため、代替品に交換しました。 ¥200 飯島 180826 180826

1808063 おしゃべりコトコトパピマル 黄 一部動かない 左足骨折のため歩行できない 入院決定 K 02 骨折した左足板を切断し、当て板をして修理しました。 橋詰 180828 180829

1808064 金太郎プラレール 赤・ｸﾞﾚｰ まるで動かない 即日治癒 C 06 電池電極の接触不良、清掃しました。 飯島 180826 180826
1808065 貨車プラレール 黒 まるで動かない 即日治癒 C 07 スイッチ接点の接触不良、調整しました。 増井 180826 180826

1809001 ロボット ヒシエス誠文 動きがおかしい 入院決定 D 08 モーター分解ブラシ製作、電池電極接点修理しました。 加藤 180914 180917
1809002 オートバイ 赤 まるで動かない 即日治癒 A 06 電池の電極接点の汚れを清掃しました。 清水 180909 180909
1809003 犬のぬいぐるみ 茶 滝澤
1809004 消防車 赤 音が全く出ない 即日治癒 B 06 電池液漏れによる電極接点の汚れを清掃しました。 橋詰 180909 180909
1809005 プラレール 赤 トミー まるで動かない 即日治癒 C 06 電池電極の接触不良 飯島 180909 180909
1809006 仮面ライダードライブベル ｼﾙﾊﾞｰ赤 一部動かない 音が時々出ない 即日治癒 A 12 電池切れです、新しい電池を入れてください。 増井 180909 180909
1809007 乗用ショベルカー 橋詰

1809008 犬のぬいぐるみ（黄ﾏﾌﾗｰ） 茶 一部動かない 鳴かない 入院決定 K 10
スピーカー・スイッチ・第一ギア不良のため交換、電池液漏
れで汚れた電極を清掃しました。

¥580 加藤 180914 180915

1809009 ボイスレコーダー 黒 ソニー 一部動かない 再生ができない 治療見合わせ P 15 SONY製レコーダーです、メーカーに修理を依頼してくださ 吉原 180909 180909

1809010 ラジコンカー 赤 CE まるで動かない 入院決定 A 05

最終ギアが車軸取付位置（ローレット加工）からズレたため、
空転、操舵駆動ギアのはずれ、受信側アンテナ線のはずれ
を定位置に取付ました。直進調整パーツが欠落しているた
め、直進性に難があります。

保坂 180911 180914

1809011 トーマス機関車 青 マスダヤ まるで動かない 音が出ない 治療見合わせ C 15 IC不良のため修理不能です。 飯島 180909 180909

1809012 ヘリコプター まるで動かない 入院決定 A 14
コントローラーの操作違いです。本体のパイロットLEDを点
検・調整しました。

渡部 180911 180912

1809013 ロボットの一部 黄ｸﾞﾚｰ まるで動かない 合体がしっかりできずとれてしまう 入院決定 D 05 回転部損傷、部品を製作し組み立てました。 ¥200 橋詰 180910 180912
1809014 くまのプーさん 黄 TOMY まるで動かない 入院決定 G 06 電池ボックスの電極が外れており、取り付け修理しました。 清水 180909 180909
1809015 ポケモンUFOキャッチャー 一部動かない 音は鳴るが動かない 即日治癒 F 09 とれたリード線をハンダ付けしました。 吉原 180909 180909

H30.9.9 リージョンプラザ上越

H30.7.22 柿崎福祉センター

H30.8.26 上越市民プラザ
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1809016 プラレール 白 一部動かない 目と鼻部分が光らない 入院決定 C 14
ライト用基板が見当たらず、故障個所不明です。ギア・電池
電極は清掃しました。

滝澤 180912 180914

1809017 アンパンマンカー 黄 一部動かない バイキンマンが動かない 入院決定 O 01 バイキンマンの下部ギアが欠落、中古ギアを取り付けまし 滝澤 180912 180914
1809018 ラジコン 青 加藤
1809019 子犬のトイプーペロ 茶 イワヤ まるで動かない 即日治癒 K 12 電池切れです、新しい電池を入れてください。 渡部 180909 180909

1809020
くま(おりこうKUMATAN)
　　ホバークラフト

茶
ﾌｭｰｼﾞｮﾝﾏｰｹ
ﾃｨﾝｸﾞ

まるで動かない しゃべらない 入院決定 G 06 電池ボックスの電極が腐食で接触不良、清掃しました。 橋詰 180910 180917

1809021 ウッディー 橋詰

1809022 ゾイド 白 トミー まるで動かない 動きがわからない
治療見合わ
せ

D 15 動きがわからないため、治療を見合わせました。 飯島 180909 180909

1809023 バズーカライト 吉原


