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●このたびは、お買い求めいただきありが

とうございました。競技などを安全にお

楽 しみいただくために、必ずこの取扱い

説明書を最後までお読み下さい。

★あやまった使用方法、分解、改造などに

よる故障や、事故について当社は一切そ

の責任を負いません。
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´́  ダマ込め治具

発光ターゲツト

マガジン
(2列装弾式)

フロントサイト

バイロツトランブ クリーニングロツド

リヤサイト

2列目解除ノブ

●別売バーツ●
☆下|こ示す別売バーツがあります。あ求めの方は、代金を小替為又は、
現金書留|こ であ申し込み下さい。

☆バーツ名・あなたの住所・氏名・郵便番号を、はつきりとあ書き下さい。

ロスコーピオン用スリングベルト      ¥ア00(送料¥120)計¥820
ロスコーピオン用マガジン

「
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コッキングレノ
｀

(2で取り付け
―ヾ
ます。)

マガジンキヤッチ

●図のよう|こ

して使用します。

トリガー

バッテリーカバー

ストッワ

□発光BB弾 (発光グリーン)500発入

□発光BB弾 (発光オレンジ)500発入

□6mm B B弾 (精密研摩加工済)400発入

□6mmBB弾 (ヘビーウエイト)ア 00発入

¥950(送料 ¥200)計 ¥4150

¥500(送 料¥4ア 0)計¥670

¥500(送 料 ¥470)計 ¥670

¥200(送料¥420)計¥320

¥500(送料¥240)計 ¥ア 40

なる場合 もありますので、御了承下さい。
__」

(セーフティレバー)

①

セ ー ア イ

発射
(光 らない )

●撃たないとき|こは、

あずセーフティ(① )

の位置|こ しておき

ます。

コッキングレバーの取り付け

コツキングレバー

スキマ|まダメ
X

●ネジ込みがたりなしヽとレバーが

折れる原因となります。

しつかり元までネジ込んで下さ

しヽ。

電池の入れ方 (二カド電池使用不可)●電池をセットしたら、セーフティレハーを

※ニカド電池は使用しないで下さい。
(ス トロボ回路のトランジスタ が、
こわれます。)アルカリ又はマンガ
ン電池|こ限ります。

,フ  ́00

バイロットランプ

バッテリーカバー

単 3電地 2本使用 (別 買 )
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中のE□ |こ 合わせて

卜します。

図の方向|こ動かしてテストして下さい。

パイロットランプが点灯しなし場 合は、電

池の入れ方が逆です。

BB弾はマルイの発光BB弾を使用して下さい。(ふつうのBB弾でも撃てますが、発光はしません。)

他社のBB弾を使うと弾づまりなどを起します。(別売の発光BB弾については口の別売バーツ参照)

い 。

マガジンを抜くときは、

押して、引き抜きます。

セーフティを

かけであきま

す。

解除ノプを押すと、

BB弾がとび出して

しまうのでさわらな

いよう|こ。

X

X

タマ込め治具

発光 BB弾

θoO
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‖中

‖中
||||

2列 |こ 入ります。

||

発光BB弾 (タマ)と
マガジンのセット

ミツの中を見てタマが

上まで入つているか、

確認します。

●カチッと音がするまで、確実|こ 奥へ押し込
みます。このとき 1列目の解除ノプが自動

的|こはずれます。
☆一度セツトしたマガジンは、全弾撃ち終る
まで引き抜かなしヽで下さい。マガジン内の
BB弾がとび出してしまいます。

●レバーを上まるまで下げる。

レバーを途中まで下げて、バチンと上|こ あてたり、弾を入れず|こ

解除ノブを押したりすると、マガジンがこわれます。ぜったしヽ|こ

しないで下さい。

暗闇を裂いて光るBB弾が飛ぶノ

《カートレスタイプ〉〈装弾数:28発 )(単 3電池2本使用別買)』IRSOF丁口UN

発光ビB釧
Vz61スコービオン

.ス プ ラな た´
錮)

取扱い説明書

注意
この銃の主要部|こ は、シリコングリスを使用しています。他の鉱物性オイルやCRCなどをつけると
プラスチックが溶けて故障しますので、絶対|こ つけないでください。(プラ用グリスならOKです。)

各部の名称とセーフティレバー
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こヽの銃|こは、発光弾を発光させるため|こ

.ストロポが、組込まれてしヽます。電池が
消耗すると、|ストロボの発電時間が長く
なり(議けて響Pとランプが点灯してしヽ

電池|は

●□元まで入れます。

28発入ります。
●発射テストの場合も

満タン|こ 入れて下さ



●サイティング(照準) ターゲット

回して左右|こ 調節します。

フロントサイト

●図のよう|こ 合わせます。

●切りかきの小さい方が

正確な射撃 |こ 向しヽてしヽ

ます。

リヤサ イト
/´ |//1

●発光ターゲットの使い方

1 0Cin位

て下さしヽ。

●ターゲツトの穴|こ テグスなど

切れ|こくしヽ糸をむすび、壁か

ら1 0cmく らい離して、両端を

広げてつり下げます。

後 |こ、発泡スチロールなどの

BB弾 のはね返らなしヽ物を、

はり付けておくこと。

発光シールを

|よつてある面

●室内を暗くする前|こ 、懐中電灯などで

ワーゲット|こ 光を当て、充分蓄光させ

目
操作(撃ち方)   0～ 0の順で操作します。

●コツキングレバーを、カチッと音がするまでいっき|こ引いて、戻します。
戻すときは、手をそえて下さい。

☆引<のを途中でやめると、チヤンバー|こ何発もBB弾が入つたり、ポンプ
の作動不良の原因|こなつたりします。確実|こ 引いて下さい。

②
===カ

チッ

フティをかけておく

チ
撃つまで トリ

ガー |こ 指はか

けない。

〓
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福 下
~~

サ
・ 続けて撃つときは00

をくり返してください。

l発光装置のチヤージ時間は、 |

1約 1秒かかります。それ以上 |

1早 い連射をすると、発光 しな |

1い場合があります。     |

トリガーを引く

コッキングレバーを

もどす前|こ トリカー

を引くと、ポンプが

こわれます。

●光らせない場合や、ふつうのBB弾を使用する
ときは、レバーは図の位置(0)|こ して下さい。
発光装置が働かず|こ発射できます。

☆使用後は、必らずセーフティの位置(① )|こ して
おくこと。(発光スイッチがoNのまま|こ なって
し`ると、電池が消耗してしまい意す。)

〈レバーは、(¶ )又は(20)の位置を越えて無理|こ

力を入れて回すとこわれ志す。〉

ち
○ ①

″
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撃つ直前 |こ 、

セーフティを

解除する。

0マガジン内|こ は2列 |こ BB弾が入つています。1列 目が射ち終っ
たら、カラ射ち状態となるので、図の解除ノプを押して2列目を
解除して下さい。続けて射つ事ができます。

☆嚇らず1'」 目が射ち終つたのを確認してから、ノプを押して下さ
い。(4列 目と2列目のBB弾が重なり、送弾不良をおこします。)

☆マガジン|こ BB弾を小量入れて撃った場合、発射されないことが
あります。これは2列目に弾が入つてしまう為で、このようなと
きは、2列目の解除ノブを押して下さい。

(こ の方法を<り 返すとマガジンのレバーが折れることがありま

す。BB弾は□元まで入れるよう|こ して下さい。

ぜつたいに1列目が終ら
ないうち|こ押さないこと

2列目解除ノプを押す.

(マガジンの送弾について .

●もし弾がつまった場合

0セ ーフティを出ずかける。

② マガジンを抜<。

マカジン内のBB弾がこほ祖
=1るので、布などの上てはすすと

|
良しヽでしょう。        |

0コ ツキングレバーを引き、そのまま

手で保持する。

④ クリーニングロッドを銃身 |こ 入れて

つまつた弾を軽くつつき出す。

めらす
セーフティ

を、かけて

おくこと。

銃□はぜつたいにのぞがないこと

“

富ヽ| ッキングレバーは
V引 しヽたまま。

0

②

フリーニングロッド

●マルイの発光 BB弾 又は、精密 BB弾 以外

は使わないこと。他社のものを使 うと弾づ

まりなどを起こ します。

0セーフティレバーは撃つ瞬間まではずさな
いこと。

0発射する方向|こ人や動物がしヽないか確かめ
ましよう。撃つ瞬間までトリガー|こ は指を
かけなしヽこと。

●使わなしヽときは、コッキングレバーを引しヽ
ておかないこと。(バネが弱くなります。)

―

―

0銃□はぜ つたしヽのそかなしヽこと

●ゲームをするとき以外は、

銃 |こ 弾を込めないこと。

●銃はぜ つたい |こ 改造や

分解をしないこと。

●小さな子供の手の届か

ない所に、格納するこ
と。

L

●銃はぜ つたい人 |こ 向けなしヽこと。

X
ヽ、、

●はね返るような固い物 |こ 、フーケッ トを付

けて撃たないこと。

X

●ぬらさなしヽこと。

●落としたりして、ショックをあたえな

いこと。

●高温多湿の所 |こ あかないこと。

●分解しないこと。

●使い終つたら、電池を抜いてお<こ と。

●取り扱いの注意を守らず |こ 起きた故障

は、一切責任を負いません。

株式会社東:京マ ルイ
〒120東京都足立区綾 )東貝5-17-4

★発光BB弾は明 るい所く
'ヽ
発射 しても、発光は見えません。暗ければ、暗いほど良 く光 ります。

取扱い上の注意 (必ず守つて下さい。)


