
 

 

 

 

Learning Fun Tool Box 
遊んで学ぶこうぐ箱 

対象年齢：１才以上 
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製造元 VTech Electronics Ltd. 

23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Hong Kong 

輸入販売元 株式会社シアル 

大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル       ✉ support@iicao-vtech.net ☎ 06-4862-7060 



ごあいさつ 

この度は「いいかお.ねっと VTech SHOP」をご利用いただき誠にありがとうござい

ます。「いいかお.ねっと VTech SHOP」では、電子知育玩具の世界トップメーカーであ

る香港 VTech Electronics 社製の商品を輸入・販売しております。VTech の名前は日本

ではまだなじみがありませんが、欧米では知育玩具のトップブランドとしてその地位を確

立しています。 

VTech 社の知育玩具は、子供の計り知れない可能性を信じ、彼らの心を育て、その

能力を 大限に引き出すよう様々な研究、テストをもとに開発されています。また、これ

らの製品の発するネイティブの英語に幼いころから慣れ親しむことにより、現代では必

須の英語力を養うことも可能です。「いいかお.ねっと VTech SHOP」では、今後も、楽

しみながらお子様の教育に役立つ商品をお届けしていきますので、楽しみにお待ちくだ

さい。 

 

はじめに 

この度は「VTech Learning Fun Tool Box」をご購入いただきありがとうございます。 

「VTech Learning Fun Tool Box」は大工さん気分で楽しく色や数、形が学べます。工

具は全部で 4 種類。ドライバーで歯車を回し、レンチでボルトを回します。ハンマーでくぎ

を打ち、のこぎりで木を切ります。工具を使って楽しく学びましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 つのシェイプボタン 

ハンマー 

2 つのボルト 

のこぎり 

2 本のくぎ 

ドライバー 

レンチ 

On/Off/モード切替スイッチ 

3 つの歯車 



セット内容 

・工具箱本体  1 個 

・工具 4 種 （ハンマー、ドライバー、レンチ、のこぎり） 

・取扱説明書（英文・和文） 各 1 冊 

・音声翻訳リスト  1 冊 

 

  注意 

セロテープ、ナイロンシート、ワイヤー、タグなどの梱包材はセット内容には含まれませ

ん。窒息や誤飲の恐れがありますので、開封後すぐに捨ててください。 

 

電池の入れ方 

１． 電源・モード切替えスイッチが OFF になっていることを確認

してください。 

２． 本体を裏返し、電池ブタをコインまたはマイナスドライバーで

開けてください。 

３． 新しい単３型アルカリ乾電池２本を正しくセットしてください。 

４． 電池ブタを正しくセットし、ねじを閉めてください。 

 

注意  

乾電池について 

【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】 

・ 新しいアルカリ乾電池を使用することをお勧めします。 

・ 充電式でない電池を充電しないでください。 

・ 充電式電池を充電する際には電池を製品本体から抜いて行ってください。 

・ 充電式電池の充電は保護者の監視の下行ってください。 

・ 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。 

・ 乾電池は、同じメーカーの同じ種類の電池のみを使用してください。 

・ ＋－（プラス・マイナス）を間違えないように正しくセットしてください。 

・ 使い古した電池を本体にいれたままにしないでください。 

・ 電池ばねをショートさせないでください。 



・ 決められた数量以上の電池を本体につなげないでください。 

・ 電池を燃やして廃棄しないでください。 

 

充電式電池は使用しないでください。 

 

機能説明 

１． 電源の入れ方・切り方 

電源・モード切替えスイッチをラーニングモード（１２３）またはプレイモード（レンチ）

に合わせると電源が入り、OFF に合わせると電源が切れます。 

 

２． オートパワーオフ 

乾電池の消費を抑えるため、何も操作しないで約５０秒放置する

と、自動的に電源が切れます。いずれかのボタンを操作すること

で再度電源が入ります。 
 

各パーツの説明 

１． 電源・モード切替えスイッチ 

電源・モード切替えスイッチをオンにするとテンポのよい音楽と興味をかき立てる

音が流れ、シェイプボタンが音に合わせて光ります。フレンドリーな呼びかけに遊

びたい気分が盛り上がります。 

 

２． ふた 

ふたを開け閉めすると、いろいろな音声と音が流れます。また、シェイプボタンが音

に合わせて光ります。 

 

３． シェイプボタン 

ラーニングモードでは、シェイプボタンを押して形を数を学びます。また、プレイモー

ドでは修理ゲームを楽しみます。音に合わせて光ります。 

 

 



４． くぎ 

ラーニングモードでは、くぎを打って１から１０の数を覚えます。また、プレイモード

では楽しい音声と興味を掻き立てる音が流れます。音に合わせてシェイプボタンが

光ります。 

 

５． ボルト 

ラーニングモードではボルトを回して色を覚えます。また、プレイモードでは愉快な

音が流れます。音にあわせてシェイプボタンが光ります。 

 

６． ギア 

ギアを回すと愉快な音や店舗の良い音楽が流れます。音にあわせてシェイプボタ

ンが光ります。 

 

７． 木 

のこぎりで木を切ると愉快な音や店舗の良い音楽が流れます。音にあわせてシェ

イプボタンが光ります。 

 

メロディーリスト 

１． I’ve Been Working on the Railroad (線路は続くよどこまでも) 

２． Little Jack Horner 

３． Pop! Goes the Weasel 

４． Row, Row, Row Your Boat 

５． Take Me Out to the Ball Game （私を野球に連れてって） 

６． Alphabet Song （ＡＢＣの歌） 

７． Jack Be Nimble 

 

 

 

 

 



挿入歌歌詞 

One, two, three 1,2,3 

Play with me! 一緒に遊ぼう！ 

With our tools we’ll be happy. 工具があれば楽しいよ。 

With a tap of the hammer and a turn of 

the screw,  

ハンマーでたたいて、ドライバーで回そ

う 

There’s so much that we can do! 僕らは何でも直せるぞ。 

 

使用上の注意 

１． 汚れたときは、固く絞った布等で拭いてください。 

２． 直射日光のあたる場所、高温になるところで、使用、放置、保管しないでください。 

３． 長期間使用しない場合は電池を抜いて保管してください。 

４． 落としたり、水に濡らしたりしないでください。 

 

故障かな？と思ったら 

何らかの理由で動作しなくなったときは： 

１． 本体から電池を抜いてください。 

２． 電池を抜いた状態で数分間放置し、電池を入れなおしてください。 

３． 元どおり動作することを確認してください。 

４． それでも動かないときは新しい電池に交換してください。 

 

問題が解決しないときは、下記「いいかお.ねっとＣＳ係」へご連絡ください。 

 

お客様へ 

Vtech 社では、より良い製品をお届けするために、常に研究開発を行っております。製

品の品質には万全を期しておりますが、万一、不都合な点やお気づきの点がございま

したら、「いいかお.ねっと CS 係」までご連絡ください。 

いいかお.ねっと VTech SHOP CS 係 

✉ support@iicao-vtech.net 

☎ 06-4862-7060  FAX 06-4950-6391 

 



 

本製品の電源入力によりラジオまたはテレビ等の受信機器の視聴に妨害が起きた場

合は、下記の方法を試してください。 

・ 受信アンテナを再設定または移動してください。 

・ 本製品を受信機器から離してください。 

・ 受信機器がつながっているコンセントに本製品がつながっている場合は、違うコン

セントにつなげなおしてください。 

・ ラジオ、テレビのメーカーへお問い合わせください。 

 

注 意 

保護者の方へ   必ずお読みください 

保護者のもとで遊ばせて下さい。 

可動部・取付部には指などを入れないでください。挟まれてケガをする恐れがありま

す。 

お客様ご自身による分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いか

ねます。また、保証の対象外です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VTech  Learning Fun Tool Box 

保証書 

 

 

お名前  

ご住所 
〒 

お電話番号  e-mail  

 

 保証期間中に故障が発生した場合は、本保証書のページを切り離し、製品と一緒に

いいかお.ねっと CS 係までお送りいただき、修理をご依頼ください。 

 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。 

 ご記入いただきました個人情報は、修理などのアフターサービス関連以外の業務に

は使用いたしません。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 保証規約 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

１． 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故

障した場合にはいいかお.ねっと CS 係が無料修理いたします。 

２． 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は製品と本保証書をいいかお.ねっと CS 係まで

お送りください。 

３． 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。 

(ア) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。 

(イ) お買い上げ後、おとされた場合などによる故障・損傷。 

(ウ) 一般家庭用以外（業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の

故障・損傷。 

(エ) 本保証書のご提示がない場合。 

(オ) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様、販売店の記入がない場合、または字句を書き換

えられた場合。 

(カ) 指定外の使用電流（電圧）などによる故障・損傷。 

(キ) 火災、地震、水害、その他の天災地変による故障・損傷。 

４． 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 

※この保証書は、本保証書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがいまして、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、

保証期間経過後の修理などにつきまして、お分かりにならない場合はいいかお.ねっと CS 係にお問

い合わせください。 

 

 

 

 

保証期間  
 

      年   月   日（お買い上げ日）より 6 カ月 

〒533-0031 大阪市東淀川区西淡路 1-1-36 新大阪ビル 

株式会社シアル いいかお.ねっと VTech SHOP CS 係 

✉ support@iicao-vtech.net 

☎ 06-4862-7060  FAX: 06-4950-6391 

き
り
と
り
線 

修理品送付先 
お問合せ先 


