
東京と房総各地を結んだ１８３・１８９系晩年の姿をラインナップ！
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株式会社トミーテック 営業部

〒124-0012 東京都葛飾区立石3-19-3
FAX 03-3696-6193

このトミックスNEWSは、毎月月初にお届けする販売店様向けのトミックスの最新情報です。

※掲載の写真は試作品です。

※無断複写・転載禁止

ＴＯＭＩＸＮＥＷＳ

※毎月、確実にトミックスＮＥＷＳをお届けするためメールアドレス、FAX番号、
電話番号、住所などに変更が生じた場合は、ご面倒でも弊社営業部まで電話
またはＦＡＸにてご連絡をいただけますようお願いいたします。

ＪＲ北海道・ＪＲ東日本ＪＲ西日本・ＪＲ九州・ＪＲ貨物商品化許諾申請中

2017年５月の主な新製品

トミックスニュース2017 5月号

＜98253＞JR 183系特急電車（房総特急・グレードアップ車）基本セットA（4両）
＜98254＞JR 183・189系特急電車（房総特急・グレードアップ車）基本セットB （4両）
＜98255＞JR 183(189)系特急電車（房総特急・グレードアップ車）増結セット（4両）

＜91025＞レールセット引込み線セット(レールパターンB)

＜4273＞島式ホームセット(都市型)
＜4274＞島式ホーム(都市型)延長部
＜3242＞ホーム(都市型)グレードアップパーツセット

＜HO-206＞ＪＲ ＤＦ２００-100形ディーゼル機関車
＜HO-234＞ＪＲ ＤＦ２００-0形ディーゼル機関車(登場時・プレステージモデル)
＜HO-235＞ＪＲ ＤＦ２００-100形ディーゼル機関車(プレステージモデル)

※写真は実車です

＜4234＞マンション(ブラウン)

レール・ストラクチャー等 豊富にラインナップ！

＜1048＞スラブレールS280-SL(F)(4本セット)

＜9411＞JRディーゼルカー キハ40-1700形(M)
＜9412＞JRディーゼルカー キハ40-1700形(T) ＜8721＞ヤ500形タイプ

キハ40-1700形 新発売！

＜98627＞JR 24系25形特急寝台客車（富士）セット（6両）

＜9512＞JR客車 オハネフ25-100形（銀帯・Ｈゴム黒色）
＜9513＞JR客車 オハネ25-100(15)形（銀帯・Ｈゴム黒色）

＜9178＞JR EF66-0形電気機関車（後期型・特急牽引機・灰台車）
＜9179＞JR EF66-0形電気機関車（中期型・JR貨物新更新車）

＜4220＞中型ビル(グレー)

＜5594＞車載カメラシステムセット（Ｅ２３３-3000系）

＜8021＞レイアウトボード

DF200形100番代、0番代登場時 新発売！

※写真は実車です

新型島式ホーム 新発売！

Wi-Fi接続 新型カメラ列車！
ヤ500 発売！

※写真は実車です

＜98626＞
JR 14系15形特急寝台客車
（富士/はやぶさ）セット（6両）

写真:宇都宮靖顕

EF66-0形後期型･中期型 発売!

※写真は実車です

九州ブルトレ「さくら・富士・はやぶさ」併合列車を再現!
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5⽉のオススメ品

※掲載の写真は試作品＆イメージを含みます。各社局商品化許諾申請中

■鉄コレ 伊⾖箱根鉄道1300系イエローパラダイストレイン3両
セット／¥4,500（税抜）

■<JH019>全国バス80 ことでんバス／¥2,200（税抜）

ザ・⼈間１１７ 結婚式の⼈々
ザ・⼈間１１８ 海⽔浴の⼈々
ザ・⼈間１１９ 漁港の⼈々
ザ・動物１０５ ⽺・ヤギ／各¥780（税抜）

情景⼩物０８９－２
ガードレールＡ２／¥780（税抜）

ジオラマ素材００７－２
ジオコレプレートＢ２／¥1,200（税抜）

■鉄コレ JR105系桜井線・和歌⼭線（W10）2両
鉄コレ JR105系桜井線・和歌⼭線（P02）2両
／各¥3,000（税抜）

■鉄コレ ⻑野電鉄モハ1000形3両セット／¥4,500（税抜）

■鉄コレ 筑豊電気鉄道2003号（藍）
鉄コレ 筑豊電気鉄道2006号（橙） ／各¥4,000（税抜）

■鉄コレ 栗原電鉄 Ｍ15 2両セット／¥3,000（税抜）

■鉄コレ 動⼒ﾕﾆｯﾄ 路⾯3連接⾞⽤TM-TR06 ／¥4,800（税抜）

■鉄コレ 北越急⾏開業20周年 HK100”超快速”2両セット／
¥3,000（税抜）

セット内容：
3本足 白x6/こげ茶x6
2本足 白x4/こげ茶x4
概寸(cm)：直線 W5 x H1

曲線 W2 x H1

セット内容：
A4サイズ×２

概寸(cm)：W30 x D21 xH0.5
・両面グレー（濃・淡）仕様
※付属物はありません

農家に、駅に、ジオラマつくりには｢ジオコレ｣がオススメ!!
※左の画像はジオラマイメージ

です（教会、草花等は別売）
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■トミックス新製品発売予定（2017年5月～7月）
※生産の都合上、一部、予定が変更になっています

ＴＯＭＩＸＮＥＷＳ

品番 商品名 税抜価格

＜98253＞ JR 183系特急電車（房総特急・グレードアップ車）基本セットA ¥16,500

＜98254＞ JR 183・189系特急電車（房総特急・グレードアップ車）基本セットB ¥16,500

＜98255＞ JR 183(189)系特急電車（房総特急・グレードアップ車）増結セット ¥13,000

＜98626＞ JR 14系15形特急寝台客車（富士/はやぶさ）セット ¥13,600

＜98627＞ JR 24系25形特急寝台客車（富士）セット ¥13,800

＜9512＞ JR客車 オハネフ25-100形（銀帯・Ｈゴム黒色） ¥2,600

＜9513＞ JR客車 オハネ25-100(15)形（銀帯・Ｈゴム黒色） ¥1,700

＜9178＞ JR EF66-0形電気機関車（後期型・特急牽引機・灰台車） ¥6,700

＜9179＞ JR EF66-0形電気機関車（中期型・JR貨物新更新車） ¥6,700

＜9411＞ JRディーゼルカー キハ40-1700形(M) ¥7,100

＜9412＞ JRディーゼルカー キハ40-1700形(T) ¥4,600

＜8721＞ ヤ500形タイプ ¥700

＜91025＞ レールセット引込み線セット(レールパターンB) ¥4,800

＜1048＞ スラブレールS280-SL(F)(4本セット) ¥800

＜4220＞ 中型ビル(グレー) ¥1,600

＜4234＞ マンション(ブラウン) ¥2,400

＜4273＞ 島式ホームセット(都市型) ¥2,200

＜4274＞ 島式ホーム(都市型)延長部 ¥1,800

＜3242＞ ホーム(都市型)グレードアップパーツセット ¥1,200

＜5594＞ 車載カメラシステムセット（Ｅ２３３-3000系） ¥22,000

＜8021＞ レイアウトボード ¥4,000

＜HO-206＞ ＪＲ ＤＦ２００-100形ディーゼル機関車 ¥23,800

＜HO-234＞ ＪＲ ＤＦ２００-0形ディーゼル機関車(登場時・プレステージモデル) ¥41,800
＜HO-235＞ ＪＲ ＤＦ２００-100形ディーゼル機関車(プレステージモデル) ¥41,800

＜98625＞ 国鉄 583系特急電車（クハネ581シャッタータイフォン）基本セット ¥21,200

＜98968＞ 限定品･JR 583系電車（きたぐに・国鉄色）セット ¥36,500

＜98240＞ JR 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)基本セット ¥12,000

＜98241＞ JR 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)増結セット ¥8,700

＜98027＞ 国鉄 キハ66・67形ディーゼルカーセット ¥10,500

＜98969＞ 限定品･国鉄 キハ66・67形ディーゼルカーセット(朱色4号) ¥10,500

＜98967＞ 限定品･JRE3-2000系山形新幹線（つばさ・Treasureland TOHOKU-JAPAN）ｾｯﾄ ¥23,000

＜98970＞ 限定品・JRキハ40系ディーゼルカー（復刻国鉄急行色）セット ¥16,000

＜2232＞ JR DE10-1000形ディーゼル機関車（JR貨物仕様） ¥6,800

＜93707＞ きかんしゃパーシーセット ¥13,000

＜93811＞ きかんしゃパーシー車両セット ¥7,500

＜90951＞ マイプランDX-PC（F） ¥29,300

＜1767＞ ワイドPCレールS280-WP(F)(ポイント分岐用)(4本セット) ¥1,080

＜HO-730＞ JR貨車 コキ106形(グレー・コンテナなし・テールライト付) ¥4,500
＜HO-3133＞ 私有 U47A-38000形コンテナ(札幌通運・2個入) ¥2,400

＜98242＞ JR 225-5100系近郊電車基本セット ¥15,600

＜98243＞ JR 225-5100系近郊電車増結セット ¥11,600

＜98624＞ JR 225-5100系近郊電車（阪和線）セット ¥19,800

＜98244＞ JR キハ183系特急ディーゼルカー（サロベツ）セットA ¥13,000

＜98245＞ JR キハ183系特急ディーゼルカー（サロベツ）セットＢ ¥13,000

＜98246＞ JR 14-200系客車（ムーンライト九州）基本セット ¥10,600

＜98247＞ JR 14-200系客車（ムーンライト九州）増結セット ¥3,600

＜98257＞ JR 115-1000系近郊電車（懐かしの新潟色）セット ¥13,200

＜8717＞ JR貨車 コキ107形(コンテナなし・テールライト付) ¥2,600

＜8718＞ JR貨車 コキ107形(増備型・コンテナなし) ¥1,000

＜3160＞ 私有 ISO 20ftコンテナ(日本石油輸送･2個入) ¥900

＜93812＞ きかんしゃジェームス車両セット ¥9,600

＜HO-160＞ JR EF64-1000形電気機関車(JR東日本仕様) ¥24,800

＜HO-161＞ JR EF64-1000形電気機関車（JR貨物更新車） ¥24,800

＜HO-171＞ JR EF64-1000形電気機関車(1001号機・茶色・プレステージモデル) ¥42,800

＜HO-172＞ JR EF64-1000形電気機関車(双頭連結器・プレステージモデル) ¥44,800

＜HO-173＞ JR EF64-1000形電気機関車（JR貨物仕様・プレステージモデル） ¥42,800

6月

7月

5月

※価格はすべて税抜き価格となっています

■トミックス再生産予定（2017年5月～6月以降） ※生産の都合上、一部、予定が変更になっています

品番       商品名 品番       商品名
<92333>４８５系特急電車（雷鳥）基本Ａ５両セット <92335>４８５系特急電車（雷鳥）増結４両セット

<92411>Ｎ７００-8000系山陽・九州新幹線基本セット <92412>Ｎ７００-8000系山陽・九州新幹線増結セット

<92424>３７３系特急電車セット <92418>E259系特急電車基本セット

<92465>E233-3000系(増備型)増結セットＢ <2173>ＥＤ７６（後期型・ＪＲ九州仕様）
<93705>きかんしゃトーマスセット <93706>きかんしゃトーマスＤＸセット

<92327>５８３系特急電車　増結セット（Ｍ） <92328>５８３系特急電車　増結セット（Ｔ）

<92495>１１５-1000系近郊電車（新新潟色）セット <2003>国鉄 Ｃ５７形蒸気機関車（１３５号機）

<2169>ＥＦ６５-1000形電気機関車（下関運転所） <2742>コキ５００００（コンテナなし・グレー台車）
<HO-714>コキ１０７形 <HO-718>コキ１０６形（グレー・コンテナなし）

5月

6月
以降


