B A T - P O D

A S S E M B L Y

G U I D E

ASSEMBLING BAT-POD / 組立について / 组装载具

Handle grips can be attached onto the bat-pod in the sequence as shown.
画像の順番に沿って、
ハンドルを取り付けてください。
把手可按图示的顺序安装至载具上。

ROTATABLE TIRES / タイヤについて / 可转动车轮

Front and rear of wheels is equipped with rotatable function. Remove the safety pins in the indicated direction to allow rotatable function.
画像のパーツを取り外すことで、
タイヤを回転させることができます。
タイヤを固定したい場合は各パーツを取り付けたままご使用ください。
前后车轮配有可转动功能。按图示的方向拆下保险针以使用转动功能。

LED LIGHT-UP FUNCTION / LEDライトアップ機能について / LED发光功能

Detach the seat cover as shown.
画像を参考に、シートカバーを取り
外してください。
按图示拆下载具上坐套配件。

Unscrew and open the battery box cover to put in new batteries. (Collectible does
not include battery.)
ドライバーを使用しバッテリーカバーを開け、
電池を入れてください。
(電池は別売りです。
)
松开螺絲打开电池箱盖然后放入电池。(产品不包含电池)

Two batteries (AAA,R03,UM-4) are needed. Reattach
battery box cover and seat cover.
単4電池2本使用。電池をセットし、バッテリーカバーとシ
ートカバーを再度取り付けてください。
放入2颗电池（AAA,R03,UM-4）重装电池箱盖及坐套配件。

EQUIPPING EMP RIFLE / E.M.P.ブラスターの取付について / 电磁脉冲枪

Activate the light-up function by toggling the on/off switch.
画像のスイッチで
「ON」
「OFF」
の切り換えができます。
利用开关键启动发光功能。

Attach EMP rifle to the bat-pod as indicated. Collectible does not include EMP rifle. EMP Rifle is
only available in DX19 - 1/6th scale Batman Collectible Figure.
画像のフックを使用し、E.M.P.ブラスターを取り付けてください。本製品にE.M.P.ブラスターは付属しません。
E.M.P.ブラスターは、
DX19 バットマンの付属品です。
电磁脉冲枪可按图示般连接至载具上。本产品不包含电磁脉冲枪。电磁脉冲枪为DX19蝙蝠侠1:6比例珍藏
人偶之配件。

WARNING • Do not mix old and new batteries or batteries of different types:alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. • Do not charge non-rechargeable batteries. • Rechargeable
batteries are to be removed from the product before being recharged. • Batteries installation, charging rechargeable batteries, and parts assembly should be done by an adult. • Batteries are to be inserted with the
correct polarity and exhausted batteries are to be removed from the product. • Do not look at the LED light directly; it may be harmful to eyes. • Change the batteries and observe the status of batteries regularly to
avoid leakage which may cause damage to the product and its electricity system. • Never short-circuit the battery terminals. Note: The above situations are not included in maintenance nor replacement

ライトアップに関するご注意 • 古い電池と新しい電池またはいろいろな種類の電池をまぜて使用しないでください。• 非充電式電池は充電しないでください。• 充電式電池を使用する場合は、充電する前に必ず製品から取り外してください。• 電池に関する作業は大人が行なってください。• 電池は必ず”
＋”と”−”を正しい向きで入れてください。
また、消耗した電池は速やかに製品から取り出してください。• 点灯中のLEDライトは絶対に直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となる可能性があります。• 電池を使用する製品は、使用後にスイッチを切ってください。長期間使用しない場合は、
電池を取り出した状態で保管してください。• ショートさせたり分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。※取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた故障または損害について、(株)ホットトイズジャパンは一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
警告 • 请勿混用新旧电池或不同类型的电池：碱性电池、标准（碳-锌）电池或充电电池（镍-铬）。• 请勿给非充电电池充电。• 在充电前请将充电电池从产品中取出。• 电池安装，充电电池充电和零件组装应由成人来完成组装。• 请以正确的极性插入电池，并从产品中取出耗尽的电池。• 不要直视
LED灯； 它可能对眼睛有害。• 定期更换电池并观察电池状态，以免漏电池液，可能会损坏产品及其电力系统。• 切勿造成电池接头短路。注意：若有以上情况发生，本司将不负责修理处理或更换。

