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本体を下から2/3程度（上図1～30ピー
ス程度）まで組み、長いセンターポール
を台座の裏側より差し込みます。

続けて第１展望台手前まで組み上げ、台座の裏
側にあるセンターポールをコイン等を使いネジで
固定させて下さい。

各パーツが形になったらタワー上部と
下部を第１展望台（2ピース）ではさみ
こみ、組み合わせて完成です。

続けて第１展望台より上部を組み上
げ、短いセンターポールを上から差し込
みネジで固定させて下さい。

台座の裏側

タワー下部

51番

5０番
タワー上部

タワー上部

タワー下部

第１展望台第１展望台

◆パズルピースの形に注意しながら(形が似て、大きさが違うピースがあります。)上図のように並べて下さい。１番のピース
から番号順に組んでいくと簡単に組み上がります。　
◆パズルピース…61個、台…1個
◆ネジ部分は強く締め過ぎないで下さい。材質上、破損する恐れがあります。

上記のピースは
センターポール
固定時ずれや
すい為、ピース
の組み合わせ
（隙間のないよう
に）にご注意下
さい。

パズルがうまく完成しない場合は....　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ピースを組み違えていませんか？以下の3つのポイントを確認して下さい。
①ピースを組む際、きつさを感じずスムーズに組めましたか？　②ピースの間にすき間やズレはありませんか？
③組み上げたピースの表面がでこぼこしていませんか？
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センターポール・長

第１展望台

第2展望台

センターポール・短
（アンテナ部分ゲイン塔）

台座

上部部分

東京スカイツリー®
1ページ

50番のピースは2種類あります。形を確認して下図の各説明書をご使用願います。

凸のないもの→1ページ 凸のあるもの→2ページ 
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上部部分

本体を下から2/3程度（上図1～30ピー
ス程度）まで組み、長いセンターポール
を台座の裏側より差し込みます。

続けて第１展望台手前まで組み上げ、台座の裏
側にあるセンターポールをコイン等を使いネジで
固定させて下さい。

各パーツが形になったらタワー上部と
下部を第１展望台（2ピース）ではさみ
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東京スカイツリー®

パズルがうまく完成しない場合は....　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ピースを組み違えていませんか？以下の3つのポイントを確認して下さい。
①ピースを組む際、きつさを感じずスムーズに組めましたか？　②ピースの間にすき間やズレはありませんか？
③組み上げたピースの表面がでこぼこしていませんか？

50番のピースは2種類あります。形を確認して下図の各説明書をご使用願います。

凸のないもの→1ページ 凸のあるもの→2ページ 
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