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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カバー部材の後板に設けたトリガーと、前記カバー部材の下部に設けた基体内部に構成
した脚作動部と、前記カバー部材の前板から突出する鼻作動部と、前記カバー部材の前方
の両側面から外側に開く耳作動部と、前記カバー部材の上面に構成した係合凸部と、前記
基体の下面に構成した係合凹部とからなる変形ブロック玩具であり、
　前記脚作動部は、前記トリガーが当接している脚連結部と、前記脚連結部と前記基体と
に回動自在に取り付けられている脚取付部と、からなり、
　前記鼻作動部は、前記脚連結部に係合しているケースと、前記ケースと前記カバー部材
との間に介在されているバネと、からなり、
　前記耳作動部は、前記カバー部材に回動自在に取り付けられて、かつ、前記脚取付部に
係合している耳部と、前記耳部と前記カバー部材との間に介在されているバネと、からな
り、
　ブロック状態では前記脚作動部、前記鼻作動部および前記耳作動部は前記変形ブロック
玩具内に収納され表面から突出せず、
　前記トリガーをオンにすることで、前記脚連結部が回動し、前記脚連結部の回動を介し
て、前記脚取付部が回動し、前記ケースと前記脚連結部との係合が解除されて前記ケース
が前記バネにより移動し、前記耳部と前記脚取付部との係合が解除されて前記耳部が前記
バネにより回動して動物の玩具に変形することを特徴とする変形ブロック玩具。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、形状が変化する変形ブッロク玩具に関するもので、特に内部の構造体に駆動
機構を設けることで、種々の形状に変化する変形ブロック玩具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、表面に凹凸部を有するブロック本体を用い、このブロックを組合せて色々な
形状を構成するブロック玩具が知られている。
　このブロック玩具の標準的な形状は、直方形状のブロック本体の上面に等間隔で数個の
凸部を形成し、かつ底面には凸部と係合する数個の凹部が形成されている。この凹凸部を
重ねていくことで複数のブロック本体を重ねて連結すると種々のブロック玩具が出来上が
る。
　特許文献１には、所定間隔に設ける突起の個数が異なるブロックを用いて種々の形象物
を組立可能とするブロック玩具が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１７２５６８号公報
【０００４】
　特許文献１記載の発明は、 同一形状の円柱状とした突起部（３７）の複数個を数ｍｍ
の間隔を隔てて直方体形状の基台部（３１）の上面に有し、基台部（３１）は下方に開口
する直方体形状の内部空間を有して他のブロックの突起部（３７）を収納可能とすると共
に基台部（３１）の側壁板（３３）により他のブロックの円柱状をした突起部（３７）を
挟持可能としたブロック（１１）の複数個を組み合わせるものである。　
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記特許文献１記載の発明は、ブロックの多数個を結合して精密な形象物の形状に組み
立てることができ、かつ直方体を基準とした複数種の小さなブロックの組合せとしてブロ
ックの組合せを容易に行うことができるものであるが、ブロックを増加したりあるいは係
合位置等で形状に変化を与えるものでありブロック本体の形状は変形しないため、変化に
乏しいものであった。
【０００６】
　本発明は、通常のブロックとして他のブロックと係合することもできるが、同時に１個
のブロックの内部に移動可能な構造体や変形可能な部位が設けてあり、一つのトリガーを
オンにすることで、これらの構造体や各部位が自動的に動くことで、ブロック自体が変形
して別の形状の玩具に変形するという、意外性に富み興趣に尽きない変形ブロック玩具を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、カバー部材の後板に設けたトリガーと、カバー部材の下部に
設けた基体内部に構成した脚作動部と、カバー部材の前板から突出する鼻作動部と、カバ
ー部材の前方の両側面から外側に開く耳作動部と、カバー部材の上面に構成した係合凸部
と、基体の下面に構成した係合凹部とからなる変形ブロック玩具であり、脚作動部が、ト
リガーが当接している脚連結部と、脚連結部と基体とに回動自在に取り付けられている脚
取付部と、からなり、鼻作動部が、脚連結部に係合しているケースと、ケースとカバー部
材との間に介在されているバネと、からなり、耳作動部が、カバー部材に回動自在に取り
付けられて、かつ、脚取付部に係合している耳部と、耳部とカバー部材との間に介在され
ているバネと、からなり、ブロック状態では脚作動部、鼻作動部及び耳作動部は変形ブロ
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ック玩具内に収納され表面から突出せず、トリガーをオンにすることで、脚連結部が回動
し、脚連結部の回動を介して、脚取付部が回動し、ケースと脚連結部との係合が解除され
てケースがバネにより移動し、耳部と脚取付部との係合が解除されて耳部がバネにより回
動して動物の玩具に変形することを特徴とする変形ブロック玩具である。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１記載の変形ブロック玩具によれば、ブロック時には従来のブロックと同様に他
のブロックと係合して遊ぶことができる。
　一つのトリガーをオンにすることで内部の各可動構造体がトリガーの動きに連携して移
動したり各変形部位が変形することで、ブロック本体が変形して別の形状の玩具に変形す
るため、ブロックが意表をついた形状に変化するという面白さがある。そして、変形後の
玩具で遊ぶことができる。
【０００９】
　請求項１記載の変形ブロック玩具によれば、ブロック時には従来のブロックと同様に他
のブロックと係合して遊ぶことができる。
　トリガーをオンにすることで内部の各可動部がトリガーの動きと連携して、脚部が下方
に出てきて鼻部が前方に進出し更に耳部が両側に開いて象の形状となるため、ブロックが
変形して意表をつく形状に変化するという面白さがある。変形後は象の玩具として遊ぶこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態１の変形ブロック玩具の変形前の正面図
【図２】実施形態１の変形ブロック玩具の変形前の平面図
【図３】実施形態１の変形ブロック玩具の変形前の側面図
【図４】実施形態１の変形ブロック玩具の変形前の縦断面図
【図５】実施形態１の変形ブロック玩具の分解斜視図
【図６】実施形態１の変形ブロック玩具の変形後の縦断面図
【図７】実施形態１の変形ブロック玩具の変形後の縦断面後方斜視図
【図８】実施形態１の変形ブロック玩具の変形後の縦断面底面斜視図
【図９】実施形態２の変形ブロック玩具の変形前の前方斜視図
【図１０】実施形態２の変形ブロック玩具の変形前の後方斜視図
【図１１】実施形態２の変形ブロック玩具の変形前の縦断面図
【図１２】実施形態２の変形ブロック玩具の分解斜視図
【図１３】実施形態２の変形ブロック玩具の変形後の縦断面図
【図１４】実施形態２の変形ブロック玩具の変形後の前方斜視図
【図１５】実施形態２の変形ブロック玩具の変形後の後方斜視図
【図１６】実施形態２の変形ブロック玩具の変形後の底面斜視図
【図１７】実施形態３の変形ブロック玩具の変形前の前方斜視図
【図１８】実施形態３の変形ブロック玩具の変形前の後方斜視図
【図１９】実施形態３の変形ブロック玩具の変形前の底面斜視図
【図２０】実施形態３の変形ブロック玩具の変形前の縦断面図
【図２１】実施形態３の変形ブロック玩具の変形前の縦断面斜視図
【図２２】実施形態３の変形ブロック玩具の分解斜視図
【図２３】実施形態３の変形ブロック玩具の変形後の正面図
【図２４】実施形態３の変形ブロック玩具の変形後の斜視図
【図２５】実施形態３の変形ブロック玩具の変形後の平面断面図
【図２６】実施形態３の変形ブロック玩具の変形後の側面断面図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１乃至図８に基づいて本発明の実施形態１を説明する。
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　実施形態１の変形ブロック玩具Ａは、変形後は自動車の形状に変化するものであり、基
台部１と、その内部に収納した車輪作動部２と、車輪作動部２の上方に設けたスライド体
の制御部３及び起伏部４からなる。
【００１２】
　図１乃至図４は変形ブロック玩具Ａがブロックされている変形前の状態である。この状
態では、トリガー１１は前板１０ａに収納され、車輪１９は左右の側板１０ｂの円形切欠
き部１０ｃに収納され、天板４０の係合部４２はトリガー１１の係合部１１ｄと係合して
いる。そのため、これら構造体は変形ブロック玩具Ａの内部に収納されて表面に突出して
いない直方体を呈しているが、トリガー１１をオンにすることで前記各構成部分が連携し
て動き図６乃至図８のように変形するのである。以下、実施形態１を詳述する。
【００１３】
　基体１０は、底板１０ｄに８個の係合凹部１５を形成してあり、この係合凹部１５は別
のブロック玩具の係合凸部４９と係合する。
【００１４】
　基体１０の前方（図１左方）の前板１０ａにはトリガー１１を構成する。このトリガー
１１は下部の押圧部１１ａと上部の作動部１１ｂからなる略長方形であり、中央に設けた
軸穴１１ｃに軸１４を挿通し、この軸１４によって基体１０に回動可能に取り付けてある
。
【００１５】
　前記押圧部１１ａと基体１０の前方のバネ支持部１０ｓの間にバネ１２を介在させて、
押圧部１１ａを常時前方に付勢している。そのため作動部１１ｂ先端の係合部１１ｄは常
時後方に回動するように付勢され、後述の天板４０の係合部４２と係合状態を保っている
。
【００１６】
　基体１０の下部には車輪作動部２を構成する。
　車輪作動部２は、車輪取付台２０と昇降体２９をバネ２１を介在してリンク２２によっ
て連結したもので、前記車輪取付台２０の前後端の軸受２０ａに車軸１８を挿通して車輪
１９を取り付けてある。
　前記リンク２２は、中央に軸受２２ａを構成し両側に係合孔２２ｂ及び係合孔２２ｃを
設けてある。
【００１７】
　車輪取付台２０の上面には、リンク２２の軸受２２ａを収納するための凹部２０ｂを２
個構成し、この凹部２０ｂの前方の両側面の４か所にそれぞれ突起２０ｃを構成する。同
様に前記昇降体２９の下面に、リンク２２の軸受２２ａを収納するための凹部２９ｂを２
個構成し、この凹部２９ｂの後方の両側面の４か所に突起２９ｃを構成してある。
【００１８】
　前記車輪作動部２を組み立てる際には、車輪取付台２０と昇降体２９をバネ２１を挟ん
で重ね合わせ、車輪取付台２０の凹部２０ｂと昇降体２９の凹部２９ｂに２個のリンク２
２を組み合わせて挟み込む。
　そして、リンク２２の前方の係合孔２２ｂを車輪取付台２０の突起２０ｃに嵌合させ、
同時に後方の係合孔２２ｃを昇降体２９の突起２９ｃに嵌合させる。その後、軸２３，２
３をリンク２２，２２の軸受２２ａ，２２ａに挿通して基体１０に固定する。
【００１９】
　前記車輪作動部２の上部にスライド体の制御部３を構成する。
　スライド体の制御部３は、作動板３０とこの作動板３０の前方に構成した凹部３９に係
合する係合部材４４からなる。
　前記係合部材４４は前記凹部３９に収納される座板４４ｂと、この座板４４ｂに固定さ
れた２本のピン４４ａとからなる。
　前記ピン４４ａは天板４０に設けた２本の長穴４１ｂに移動可能に取り付けてあり、ピ
ン４４ａの上端はスライド体４５の底部に設けた取付部４６，４６に固定してある。
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【００２０】
　前記車輪作動部２の昇降体２９の後部の軸受け２９ａにバネ３１を介在させて作動板３
０の軸受け３０ａに軸３２を通して作動板３０の内側に取り付ける。この軸３２を基体１
０の後方に固定することによって、作動板３０はバネ３１の弾発力により軸３２を中心に
常時上方に回動するように付勢されるのである。
【００２１】
　前記スライド体の制御部３の上部に起伏部４を構成する。
　前記起伏部４は天板４０とスライド体４５等からなる。
　天板４０の上面には、スライド体４５を収納するための凹部４１を構成し、前記凹部４
１表面にはスライド体４５がスライドするための２本のレール４１ａを構成すると共に、
前記ピン４４ａが貫通してスライド体４５に従って移動するための２本の長穴４１ｂを設
けてある。
　スライド体４５は、前記凹部４１内にバネ４３によって常時前方に付勢された状態で止
めてある。
【００２２】
　天板４０の後端は、軸受け４０ａにバネ３３を介在させて軸３４を挿通し、同時に軸３
４を基体１０の軸受け１０ｅに挿通することで基体１０に軸支され、バネ３３によって軸
３４を中心に常時上方に回動するように付勢されている。
【００２３】
　上記のように構成した実施形態１の作用を説明する。
　天板４０はバネ３３によって上方への回動力を与えられているが、ブロック状態では、
先端の係合部４２が前記トリガー１１の係合部１１ｄと係合しているため天板４０の回動
が規制されている。
【００２４】
　トリガー１１の押圧部１１ａを内側（図４右側）に押すと、作動部１１ｂが外側に回動
して係合部１１ｄと天板４０の係合部４２との係合状態が解除する。これに伴い天板４０
がバネ３３の弾発力で軸３４を中心に上方に回動する。
【００２５】
　これに伴い係合部材４４は、その上端をスライド体４５の底部の取付部４６に固定して
あるため、天板４０と共に上昇して作動板３０の凹部３９から離脱し、同時にバネ４３の
弾発力でスライド体４５と共に前方に移動する。
【００２６】
　前記の天板４０の上方回動と同時に、作動板３０がバネ３１の弾発力で軸３２を中心に
上方に回動するため、昇降体２９はバネ２１の弾発力とリンク２２の作用で前方上方に移
動する。
【００２７】
　これと同時にリンク２２は軸２３を中心に回動するから、車輪取付台２０と車輪１９が
下方に移動する。このようにして、変形ブロック玩具Ａが自動車に変形した状態を図６乃
至図８に示す。
【００２８】
　以上のように作動する本実施形態の効果は、トリガー１１を押すだけで内部の各機構の
係合状態が解除されるため、バネの力で各部位が移動したり、起伏したりあるいはスライ
ドしたりしてブロック自体が変形し、ブロック状態からは想像できない自動車という全く
新しいものに変形するため、ブロックが意表をつく形状に変化するという面白さがある。
　また変形ブロック玩具は、変形しない状態では通常のブロックとして他のブロックと係
合させて遊ぶことができ、かつ変形後は自動車玩具として遊ぶことができるため一つのブ
ロックで何回も楽しめるのである。
【００２９】
　図９乃至図１６に基づいて本発明の実施形態２を説明する。
　実施形態２の変形ブロック玩具Ｂは、変形後は動物の象の形状に変化するものであり、
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カバー部材９０とその内部に収納した基台部５と、下方に構成した脚作動部６と、前方に
構成した鼻作動部７及び耳作動部８からなる。
【００３０】
　図９乃至図１１は変形ブロック玩具Ｂがブロックされている変形前の状態である。この
状態では脚作動部６は基体５０の下部に収納され、鼻作動部７はカバー部材９０の前板９
０ａ（図１１左方）に収納され、耳作動部８はカバー部材９０の両側板９０ｂの前方に収
納され、トリガー５６は後板９０ｃに収納されている。
　そのため内部の構造体は変形ブロック玩具Ｂに収納されていて表面に突出していない直
方体を呈しているが、トリガー５６をオンにすることで前記各構成部分が連携して動き図
１３乃至図１６のように変形するのである。以下、実施形態２を詳述する。
【００３１】
　基体５０は、底板５０ｄに８個の係合凹部５３を形成してあり、この係合凹部５３は別
の変形ブロック玩具の係合凸部９５と係合する。
【００３２】
　カバー部材９０の後板９０ｃにはトリガー５６が内蔵されている。このトリガー５６は
、上部の内側に係合爪５７を構成し中心部の孔５６ａを軸５９によって挿通し基体５０の
後部の支持体５１に回動可能に軸支してある。
【００３３】
　基体５０の内部には、脚連結部６０と脚取付部６１，６１からなる脚作動部６が構成さ
れている。脚取付部６１は、先端の軸穴６１ａと脚連結部６０の軸穴６０ｂに軸６５を挿
通し、脚連結部６０に回動自在に取り付けている。
【００３４】
　一方、前記脚取付部６１は、先端の軸受６１ｂに軸６６を挿通して基体５０に回動可能
に取り付けている。符号５４は、基体５０とカバー部材９０を固定するピンである。
【００３５】
　基体５０の前方に鼻作動部７を設ける。
　鼻作動部７は象の鼻を表わしたもので、下方に湾曲した内部が中空のケース７１と、ケ
ース７１内部に収納するバネ支持杆７３及びバネ支持杆７３に巻装したバネ７２からなる
。
　図示のように、鼻作動部７は、ブロック状態ではケース７１が基体５０の前端のスロー
プ５０ａの上に載置されていて、バネ支持杆７３の上端の係合部７３ａがカバー部材９０
の上端に固定されている。
　これと同時に、ケース７１の上端突起７１ａが脚連結部６０先端の係合突起６０ａと係
合して、バネ７２の弾発力に抗してケース７１を基体５０内に係止している。
【００３６】
　カバー部材９０の前端両側には一対の耳作動部８を設ける。
　この耳作動部８は、象の耳を表現した耳部８０と、この耳部８０をカバー部材９０に回
動自在に取り付けるためのバネ８２と軸８３からなる。
　前記耳部８０の前端内側には軸受け８０ａを構成すると共に、耳部８０内側には係合部
材８１を水平に張出し、その先端に下方に向いた係合爪８１ａを構成してある。この係合
爪８１ａは、前記前方の脚取付部６１の先端両側に設けた係合部６１ｃに係合している。
【００３７】
　前記のように構成した変形ブロック玩具Ｂの作用を説明する。
　図９乃至図１１のブロック状態から、後方のトリガー５６を軸５９を中心に上方に回動
すると、先端の係合爪５７が当接している脚連結部６０の当接部６０ｃを下方に押す。こ
れによって脚連結部６０は軸６５を中心に回動しながら後方下部に移動していく。
　この脚連結部６０の後方移動に伴い、脚部６２は軸６６を中心に下方に回動していき底
板５０ｄの穴５３ａから突出していく。
【００３８】
　また、脚連結部６０の後方移動によって、鼻作動部７のケース７１の上端突起７１ａと
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脚連結部６０先端の係合突起６０ａとの係合が解除され、バネ７２の弾発力でケース７１
は下方に移動する。
【００３９】
　これと共に耳作動部８は、係合爪８１ａと脚取付部６１の係合部６１ｃとの係合が解除
され、バネ８２の弾発力で耳部８０が外側に回動する。このようにして変形ブロック玩具
Ｂは図１３乃至図１６の状態となる。
【００４０】
　本実施形態の効果は、トリガー５６を引くだけで内部の各機構の係合状態が解除される
ため、バネの力で各部位が移動したり、スライドしたりあるいは開いたりして、ブロック
本体が変形し象を模した動物という全く想像できないものに変形するため、ブロックが意
表をつく形状に変化するという面白さがある。また変形ブロック玩具は、変形しない状態
では通常のブロックとして他のブロックと係合させて遊ぶことができる。
【００４１】
　図１７乃至図２６に基づいて本発明の実施形態３を説明する。
　実施形態３の変形ブロック玩具Ｃは、変形後は鳥類の鷲の形状に変化するものであり、
基台部１００と、基台部１００に設けた胴体部１２０と、胴体部１２０に設けた頭部１４
０と翼部１６０，１６０からなる。
　変形ブロック玩具Ｃには、前記胴体部１２０および前記翼部１６０，１６０の上面に８
個の係合凸部２００を設け、前記基台部１００および前記頭部１４０および前記翼部１６
０，１６０の下面に係合凹部２０１を構成してある。
【００４２】
　基台部１００は、図２２、図２４等に示すように、基体１０１の後部には胴体の取付部
１０５を立設し、この胴体の取付部１０５の上部に軸１１９の軸受け１０６を形成してあ
る。
　また基体１０１の前部両側には鷲の脚を模した２個のトリガー１０２を張り出して構成
し、この２個のトリガー１０２の間には間隙１０９が構成され、ブロック時には前記間隙
１０９に頭部１４０が収納されると共に、頭部１４０の突起部１５１が基体１０１に接す
るのである（図２１参照）。
【００４３】
　胴体部１２０は、下部部材１２１と上部部材１３１からなる。
　下部部材１２１は両側に支持台１２２を設け、この支持台１２２を連結板１２３で連結
してＨ字形に構成し、支持台１２２の前方と後方に軸受け板１２６を立設する。前記軸受
け板１２６には軸１７２が挿通する軸受け１２７を設けてある。
　上部部材１３１は上板１３２に係合凸部２００を４個構成し、上板１３２の両側に側板
１３３を設け、側板１３３前端と後端の両側に４個の軸受け板１３７を外側に張り出して
取り付けてある。前記軸受け板１３７には軸１７２が挿通する軸受け１３８を設けてある
。
【００４４】
　頭部１４０は、頭部本体１４１の先端に嘴１４４を構成し、頭部本体１４１の内部１４
３には係合部１５０が収納されている。
　この係合部１５０は、先端の突起部１５１と内部に設けた支持杆１５２に巻装したバネ
１５３からなる。
　符号１４２は軸１２９がバネ１２８を介在させて挿通する軸受けであり、この軸１２９
を下部部材１２１の軸受け１２４に挿通することによって頭部１４０は下部部材１２１の
内側に回動自在に軸支されている。
【００４５】
　翼部１６０は、前記胴体部１２０の両側に取り付けられ左翼部と右翼部からなるが、そ
れらの形状が対象のため同一部材は同一符号を付して説明する。
【００４６】
　翼部１６０は胴体部への取付部１６１と、この取付部１６１に回動自在に取り付けた先
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端部１８１からなる。
　前記取付部１６１は、２個の部材に分割して構成され上面に係合突起２００を構成し、
一側には胴体部１２０に回動自在に取り付けるための軸受け１６２を構成し、他側には先
端部１８１に回動自在に取り付けるための軸受け１６４を構成してなる。
　前記取付部１６１は、前記軸受け板１３７の内側に配置して、軸１７２をバネ１７１を
介在して軸受け１６２と軸受け１３８に挿通して取り付ける。
【００４７】
　前記先端部１８１は、内部に中空部を設けて係合部１８３を収納していて、端部に軸受
け１８２を設けてなる。前記軸受け１８２と取付部１６１の軸受け１６４に、軸１７４を
バネ１７３を介在させて挿通して取付部１６１に回動可能に取り付けている。
　前記係合部１８３は、先端の突起部１８４と内部に設けた支持杆１８５に巻装したバネ
１８６と被覆体１８７からなる。前記突起部１８４は、基体１０１の両側部に設けた凹部
１０４に接して係合している。
【００４８】
　前記のように構成した変形ブロック玩具Ｃの作用を説明する。
　図１７乃至図２１のブロック状態から、前方のトリガー１０２を軸１１９を中心に下方
に回動すると、頭部１４０の突起部１５１は基体１０１から離れてバネ１２８の弾発力で
頭部１４０が胴体部１２０に対して上方に回動して胴体部１２０が頭部１４０および翼部
１６０，１６０と共に基体１０１に対して起伏する。
　これと同時に、係合部１８３は基体１０１の凹部１０４より離れ、先端部１８１はバネ
１７３の弾発力で外側に回動して、続けて取付部１６１はバネ１７１の弾発力で外側に回
動し、変形ブロック玩具Ｃは図２３乃至図２６の状態となる。
【００４９】
　なお、軸１１９によって軸支された胴体部１２０は手動によってさらに起伏させること
ができる。
【００５０】
　本実施形態の効果は、トリガー１０２を下方に引くだけで内部の各機構の係合状態が解
除されるため、バネの力で各部位が移動したり、起伏したりあるいは開いたりして、ブロ
ック本体が変形し鷲を模した動物という全く想像できないものに変形するため、ブロック
が意表をつく形状に変化するという面白さがある。また変形ブロック玩具は、変形しない
状態では通常のブロックとして他のブロックと係合させて遊ぶことができる。
【符号の説明】
【００５１】
　１　基台部
　２　車輪作動部
　３　スライド体の制御部
　４　起伏部
　１０　基体
　１０ａ　前板
　１０ｂ　側板
　１０ｃ　円形切欠き部
　１１　トリガー
　１１ｄ　係合部
　１５　係合凹部
　４９　係合凸部
　１９　車輪
　４０　天板
　４５　スライド体
　７　鼻作動部
　８　耳作動部
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　５０　基体
　５６　トリガー
　６０　脚連結部
　６１　脚取付部
　９０　カバー部材
　１００　基台部
　１２０　胴体部
　１４０　頭部
　１６０　翼部
　１０２　トリガー
　Ａ　変形ブロック玩具
　Ｂ　変形ブロック玩具
　Ｃ　変形ブロック玩具

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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