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「乗用 ランボルギーニ チェンテナリオ 押手付」をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで正しく使用してください。

組み立ては必ず大人の方が行ってください。
使用する前は必ず注意事項をよく読んで正しく使用してください。
この説明書はいつでも見られるように必ず保管しておいてください。

前輪セット 接続フレーム

部
品
内
容

足乗せステップ

ハンドル／ナットとネジ組込み本体

安全ガード カジキリ押手棒 ネジ2本

ハンドルアクセサリー 背もたれ 背もたれカバー ハンドルパイプ

取扱い・組立説明書（本書）

対象年齢
10ヶ月～5才
体重20kgまで

乗用

ランボルギーニ
チェンテナリオ 押手付
取扱い・組立説明書

プラスドライバーをご用意ください。組立て前に部品の名称と数量を確認してください。　※単３乾電池２本は別売りとなります。

202010

●長期間使用による劣化や破損、ねじ緩みの恐れがあります。使用前に

　点検をしてください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。

●故障や劣化の原因になりますので、直射日光をさけ雨ざらしにしない

　でください。

●屋内での使用は、フローリングなど床を傷つける場合がありますので

　ご注意ください。

●廃棄の方法：不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って

　処分してください。

6カ月

乗用 ランボルギーニ チェンテナリオ 押手付

注意
くちにいれないひにちかづけない おとなといっしょみずにぬらさない

乗用 ランボルギーニ チェンテナリオ押手付は、CHI LOK BO TOYS COMPANY LIMITED が LAMBORGHINI との契約により製造したものです。

商品サイズ
商品重量
主　材　質

：幅 31～49×奥行 69～83×高さ 49～98cm
：4.8kg
：PP・スチール

1.

2.

正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの

日から6ヶ月間無料にて修理いたします。

次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。

◆保証書の提示がない場合。

◆使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。

◆製品の自然劣化・変色。

◆お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。

◆火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。

◆本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。

◆一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。

◆消耗品（タイヤなどの磨耗）

3.

4.

5.

●

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

本保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ月日の記載がない場合は、補償

しかねます。

本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望の際は、お買い上

　げ店へ持参せず本保証書と製品を必ず下記本社宛へ直接お送りください。

　その際「修理品」とケースに明記してお送りください。

※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせて頂きます。

※保証期間経過後の故障でも有料で修理いたします。

ご記入頂きました個人情報はこの保証書の目的以外には使用いたしません。

●組み立ては大人のかたが行い、お子様が部品を触らないように注意し

　てください。また、遊ぶ前には必ず点検を行ってください。

●お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。

●本品は10ヶ月～5才のお子様を対象に設計しています。それ以外の

　お子様 および体重20kg以上の方は使用しないでください。

●保護者の目の届くところで遊ばせてください。

●公道 及び 人通りの多い場所では使用しないでください。

●階段・縁側・テラスなど転落の恐れがある場所、火気の近く、坂道や傾

　斜・段差・凹凸道など屋内外の危険な場所での使用はしないでください。

●二人乗りなど危ない乗り方は絶対にしないでください。

●踏み台にするなど乗用以外の目的で使用しないでください。

●車輪や本体各所の隙間に手指や髪の毛、衣服等をはさまないようにし

　てください。

●商品の破損を招くばかりか、思わぬ事故の元となりますので、ぶつけ

　たり、投げたり、振り回したりするなど乱暴な遊びや扱いはしないで

　ください。

●足けり乗用として使用する場合は、必ず安全ガード・押し手棒、ステ

　ップを取り外し、背もたれカバーを取り付けてご使用ください。

●安全のため、破損したまま使用しないでください。

●トイが入っているビニール袋をお子様が口に入れたり、顔を覆ったり

　しないよう必ず捨ててください。

●取扱い・組立説明書で指定されている以外の物は取付けないでください。

●充電式（ニカドなど）電池は絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないで

　ください。

●+－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医

　師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。

保護者の方へ 必ずお読みになり本書を保管してください。
〔思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください〕

カジキリ押手棒付き乗用

足けり乗用

ちょうきかんしよう れっか

いじょう ばあい しよう ちゅうし

はそん ゆる おそ しようまえ

てんけん

あまちょくしゃにっこうげんいんれっかこしょう はいき ほうほう ふよう ばあい かくちほうじちたい はいきくぶん したが

しょぶん

おくない しよう ゆか きず ばあい

ちゅうい

ちゅうい

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります》
下記に注意してください。

たいじゅうこさま

ほんひん かげつ さい こさま たいしょう せっけい いがい はい

あんぜんこさま あそ さい かなら かんぜん く た じょうたい しよう はそん しよう

ぶくろ こさま くち い かお おお

かなら す

とりあつか

でんち ごしよう はつねつ はれつ えきも おそ

かき ちゅうい

じゅうでんしき でんち ぜったい しよう

ふる でんち あたら でんち しゅるい でんち ま つか

ただ

じゅうでん ぶんかい かねつ ひ なか い

まんいち でんち も えき め はい とき たいりょう みず あら い

し そうだん ひふ ふく つ とき みず あら

くみたてせつめいしょ してい いがい もの とりつ

かいだん えんがわ てんらく おそ ばしょ かき ちか さかみち けい

しゃ だんさ きけんおくないがいでこぼこみち ばしょ しよう

ふたり の あぶ の かた ぜったい

ふ だい じょうよういがい もくてき しよう

ほごしゃ め とど あそ

いじょう かた しよう

しゃりん

しょうひん はそん

な ふ まわ らんぼう あそ あつか

まね おも じこ もと

ほんたいかくしょ すきま てゆび かみ け いふくとう

こうどう およ ひとどお ばしょおお しよう

ほごしゃ

おも じこ かき かなら まも

かた かなら よ

せいじょう

つぎ ばあい ほしょうきかんない ゆうりょうしゅうり

ほしょうしょ ていじ ばあい

しようじょう あやま ふとう しゅうり かいぞう こしょうおよ そんしょう ばあい

せいひん しぜんれっか へんしょく

か あ ご ゆそう いどう らっかとう こしょうおよ そんしょう ばあい

かさい じしん すいがいおよ た てんさい ちへんとう こしょうおよ そんしょう ばあい

ほんほしょうしょ しょていじこう みきにゅう じく か か ばあい

しようじょうたい せいぞうじょう ふび こしょう ばあい か あ

ひ かげつかんむりょう しゅうり

ほんほしょうしょ

ほんほしょうしょ さいはっこう たいせつ ほかん

か あ てんめい なついん か あ がっぴ きさい ばあい ほしょう

ほんほしょうしょ にほんこくない ゆうこう

こしょうひん しゅうり えんかつ か じんそく おこな しゅうり きぼう さい か あ

てん じさん ほんほしょうしょ せいひん かなら かき ほんしゃあて ちょくせつ おく

さい しゅうりひん めいき おく

せいひんそうふ うんちん きゃくさま ふたん いただ

ほしょうきかん

きにゅういただ こじんじょうほう ほしょうしょ もくてきいがい しよう

けいかご こしょう ゆうりょう しゅうり

いっぱんかていいがい ぎょうむよう こしょうしよう ばあい

しょうもうひん まもう

しよう

あしく た おとな おこな こさま ぶひん さわ ちゅうい じょうよう しよう ばあい かなら あんぜん お てぼう

あそ まえ かなら てんけん おこな とと つせはず



※プラスドライバーをご用意ください。 
※組立て前に部品の名称と数量を確認してください。●組み立て方／カジキリ押手棒付き乗用

電池の入れ方
①ハンドル裏側の電池ボックスのネジを外してください。

1
②電池カバーを開けて、単3乾電池2本を図の向きに入れてください。

前輪の取り付け
①本体を裏返して前輪セットを
　図のようにセットして
　ください。

②接続フレームを図のようにセット
　してください。

③ネジ止め（2箇所）してください。 ④ハンドルパイプを図のようにセット
　してください。

2

ハンドルの取り付け
①ハンドルアクセサリーをセットしてください。
②ハンドルに仮止めされているネジとナットを外して、ハンドルパイプを本体裏側から
　押し上げながら、ハンドルをハンドルアクセサリーに差し込んでください。
③ハンドルアクセサリーとハンドル、ハンドルパイプのネジ穴位置を合わせて②で
　外したネジとナットで固定してください。

3 足乗せステップの取り付け
本体裏側の凹み（4箇所）に足乗せステップの突起を合わせて
前方にスライドして差し込んでください。

4

背もたれの取り付け
本体後方の取付け穴に
差し込んでください。

5 安全ガードの取り付け
①安全ガードのボタンを押しながら、
　背もたれの取付け穴に差し込んで
　ください。（左右）

②安全ガード先端をハンドルアクセサリーの
　セット位置に持って行き、欠き取りを合わ
　せて差し込んでください。（左右）
　カチッと音がしてロックします。

6

お子様が近くにいない事を確認し、必ず大人の方が組み立ててください。！

②電池カバー

②

ハンドル裏側

①

①

②

電池挿入部

単3電池
2本（別売）

●組み立て方／足けり乗用

カジキリ押手棒の取り付け
①ストッパーを取り外してください。
②持ち手部分のボタンを押しながら
③パイプを持ち手方向に上げると先端の突起2個が
　凹みますので
④その状態で背もたれ後方の穴に差し込んでください。

7
カジキリ押手棒付き乗用の完成です。

カジキリ押手棒の取り外し
①持ち手部分のボタンを押しながら
②持ち手部分全体を更に押し込むと
　パイプ先端の突起2個が凹みます
　ので背もたれから引き抜いて
　ください。

1 安全ガードの取り外し
①安全ガード前方のロック解除レバー
　を外側にスライドしながら先端を
　上に持ち上げてください。

②背もたれ後ろ側の安全ガードボタン
　（左右）を押しながら引き抜いてくだ
　さい。

2

完成8

●遊び方

ハンドルのボタンを押すと6曲のメロディがなります。1 座席を開けるとおもちゃ入れになっています。2

ネジが落ちないように
抜け止めがついています。

接続フレーム

①ハンドルアクセサリー

②ハンドルパイプ

②ハンドル

突起

足乗せステップ
突起

突起の向き

前

足乗せステップ

凹み

ハンドルパイプ前輪セット

カジキリ押手棒

背もたれ

注）足けり乗用として使用する
　　時は必ず背もたれカバーを
　　取り付けてください。

完成図

足乗せステップの取り外し
①足乗せステップ裏側のレバーを引き上げながら、
②後方にスライドしてください。

3 背もたれカバーの取り付け
背もたれカバーを背もたれ
に被せてファスナーを閉め
てください。

4

完成図

完成
足けり乗用の完成です。

5

② ③

①

安全ガード

安全ガード押しながら
差し込む

押しながら

下の
パイプを
上げる

注）確実に差し込んで抜けない事を
　　確認してください。

注）確実に差し込んで外れない事を
　　確認してください。

注）前輪は真っ直ぐにした状態で、奥
　　まで確実に差し込んでください。
　　差し込んだら舵が切れることを
　　確認してください。

メロディ6曲

②

② ②

①

① ①

ロック解除レバー
安全ガード

足乗せステップ

押しながら
引き抜く

背もたれカバー

背もたれ

注）確実に差し込んで抜けない事を
　　確認してください。
　　一度差し込むと抜けなくなります。

③

②

④

凹みます

①

カジキリ押手棒

押しながら

更に
持ち手ごと
押し込む

②

注）下から指で押し上げ
ながら行ってください。
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