
30年以上の歴史を誇る、タカラトミーの定番ブランド『チョロQ』。ディフォルメミニカーの代名詞でもある
『チョロQ』を、トミーテックが大人向けにアレンジしました。第3弾は待ちに待った現行車種。シリーズの楽しみ
が広がります！

43

■ LV-43-02c いすゞ エルフ 低床（東芝） 3
発売予定

月
¥5,985 (本体価格 ¥5,700)

1
発売予定

月
¥8,190 (本体価格 ¥7,800)

■ LV-N43-01c 日産パラメディック高規格救急車（水戸市）

国際標準1/43スケールを採用し、古今東西の車種を製品化。もちろん作りこみも、1/43スケー
ルを活かした精密さです。今回は、水戸市で活躍する車両を再現。美しいカラーリングはもちろん、
室内など細部も可能な限り作りこんでいます。

■ チョロＱzero第3弾 各¥1,029 
(本体価格 ¥980) 2発売予定月

3

『もしもトミカが昭和30年代に誕生していたら……』をテーマに、なつかしの名車
たちをモデル化するトミカリミテッドヴィンテージ。1/64統一スケールにゴムタイ
ヤを採用、コレクターの皆様も納得の仕上がり。

トミカが誕生した1970年以降の名車で、トミカで商品化されていない車を
モデル化しているシリーズです。

※掲載の内容は、2012年12月現在の情報です。※掲載の写真は、試作品です。実際の製品と異なる場合もございます。
※商品の仕様・発売日・価格は予告なく変更になる場合もございます。※無断転載・複製を禁じます。

8

検 索トミーテック

昭和のラジオデイズ

131a：赤

131ｂ：白

N76a：白

N76b：紺

■ LV-N76a グロリア200E ターボブロアム（白）
■ LV-N76b グロリア200E ターボブロアム（紺）

各¥1,575
(本体価格 ¥1,500)

1
発売予定

月 N78a：白

N78b：銀

■ LV-N78a トヨタクラウン 2800ロイヤルサルーン（白）
■ LV-N78ｂトヨタクラウン 2800ロイヤルサルーン（銀）

各¥1,470
(本体価格 ¥1,400)

2
発売予定

月
N77a：銀

N77b：紺

©OFFICE KITANO INC.   ©TV CLUB

■ LV-N77a メルセデス ベンツ190Ｅ（銀）
■ LV-N77ｂメルセデス ベンツ190Ｅ（紺）

各¥1,785
(本体価格 ¥1,700)

2
発売予定

月

■ LV-N79a メルセデス ベンツ190Ｅ 2.3（白）
■ LV-N79ｂメルセデス ベンツ190Ｅ 2.3（赤）

各¥1,785
(本体価格 ¥1,700)

3
発売予定

月
N80a：黒

N80b：白

※看板シール付属

■ LV-N80a ブルーバードSSSアテーサ リミテッド（黒）
■ LV-N80b ブルーバードSSSアテーサ リミテッド（白）

各¥1,575
(本体価格 ¥1,500)

各¥1,974 (本体価格 ¥1,880)

3
発売予定

月

3
発売予定

月

■ LV131a ダットサン フェアレディ2000（赤）
■ LV131b ダットサン フェアレディ2000（白）

■ LV-SM01 マスターライン（SM社 社用車）

各¥1,785
(本体価格 ¥1,700)

1
発売予定

月

■ TLV昭和のラジオデイズ1
　 TBS スカイラインバン
¥1,995
(本体価格 ¥1,900)

3
発売予定

月

■ TLV昭和のラジオデイズ2
　 文化放送 ギャラン
¥1,995
(本体価格 ¥1,900)

3
発売予定

月

■ TLV昭和のラジオデイズ3
　 ニッポン放送 ローレル
¥1,995
(本体価格 ¥1,900)

3
発売予定

月

■ LV23f 
　 日野RB10型
　 東急バス
¥3,675
(本体価格 ¥3,500)

2
発売予定

月

■ LV-132a ギャランA Ⅱ
　 GSパトカー 宮城県警
¥1,575
(本体価格 ¥1,500)

2
発売予定

月

昭和40年代中頃に登場したラジオカーは、街に出て人々の声を直接電波に乗せ、よりリスナーに密着した放送を可能としました。
TLVでは著名パーソナリティのインタビューをパッケージに掲載するなど、ミニチュアカーの枠を超えた文化の記録としてお楽しみ
いただけます。

¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

2
発売予定

月

■ LV-SM02 キャブオール
　 （ジョージサイダー社）
¥2,205 (本体価格 ¥2,100)
3
発売予定

月

最も有名な刑事ドラマといっても過言ではない『西部警察』。派手な
アクションを前面に押し出した作品だけに、大門軍団や木暮課長と
いった刑事たちはもちろん、彼らや犯人たちが操った車たちも、それ
ぞれ熱烈なファンが多く存在します。TLV-NEOシリーズでも、かね
がね西部警察劇中車の製品化リクエストを多数戴いておりました
が、ここで満を持して発売いたします。Vol.1のセドリック230型2
台セットでは、スタント中に突如現れる工事現場パーツもセット。画
面内を生き生きと暴れ回った車たちを、そのままに再現していただ
けます。番組後期の顔、スーパーマシンたちも鋭意開発中！

  トミカラマ ガソリンスタンドに付属のドラム缶やTLVの
トラックに付属した木箱等を使うと、より迫力あるシーン
が再現できるでしょう。

　 是非、お手持ちのTLVも並べて劇中の世界を再現しま
しょう！ 足らなければ、是非追加を！（発売中の西部警察
DVD-BOXで勉強しよう）　 

第18話『俺たちの闘い』のアクションが机上に。

■ LV-NEO西部警察01 セドリック230型2台セット
¥4,200

(本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

■ LV-NEO西部警察02 セドリック430型2台セット
¥4,200 (本体価格 ¥4,000) 2

発売予定
月

●株式会社石原プロモーション商品化許諾済

■ LV-NEO西部警察03 
　 セドリック グロリア230型2台セット 価格未定

3
発売予定

月

1/64の
　  コンクリート・ウエスタン！

N79a：白

N79b：赤

フィギュア2体付

フィギュア2体付

■ Z-09c 日産リーフ タクシー ■ Z-12c SUBARU BRZ（黒）■ Z-11c トヨタ86 GAZOOレーシング■ Z-10c トヨタFJクルーザー（ベージュ）■ チョロＱzero
　 ハイグレード版
3
発売予定

月

¥1,470 (本体価格 ¥1,400) ¥1,365 (本体価格 ¥1,300)¥1,365 (本体価格 ¥1,300) ¥1,575 (本体価格 ¥1,500)

■ Z-13c スバルサンバー 赤帽

¥1,470 (本体価格 ¥1,400)

Z-10a トヨタFJクルーザー （黄色） Z-10b トヨタFJクルーザー （青色）

Z-11a トヨタ86 GT （赤色） Z-11b トヨタ86 RC （銀色）

Z-12a SUBARU BRZ （青色） Z-12b SUBARU BRZ （白色）

Z-13a スバルサンバー （青色） Z-13b スバルサンバー （銀色）

Z-09b 日産リーフ （黒）Z-09a 日産リーフ （水色）

■ 内装模型 24系25形寝台客車 ■ EK-01 駅ベンチ(オレンジ)
■ EK-02 駅ベンチ(緑)

1/12スケール相当の
可動フィギュア・ドールと一緒に!!

1/12スケール
小物シリーズ始動!!

予価 ¥29,400 (本体価格 ¥28,000)

来春
発売予定

鉄道模型TOMIXやジオコレのノウハウをつぎ込みこだわった造りです。
第1弾は5人掛けの駅ベンチ。お手元の可動フィギュア・ドールと合わせて、
駅構内の雰囲気をお楽しみください。

※写真はイメージです。
※製品にホーム・フィギュア・車両は含まれません
※対応可能なフィギュアなどは形状により異なります。

12

EK-01
オレンジ

EK-02
緑

※写真はイメージです。
※製品にホーム・フィギュア・車両は含まれません
※対応可能なフィギュアなどは形状により異なります。

2

トミーテックの新しいキャラクタープラモデルブランド「MSS＝モデラーズ・スピリット・シリーズ」では、1/144スケールでゾイドの世界
をお楽しみいただけます。関節可動ギミックや部分彩色・マーク印刷などを施し、誰もが楽しめ、リアルに仕上げられるよう構成していま
す。製品には彩色済みパイロットフィギュアやジオラマベースも付属!!

144

© TOMY  ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

■ 〈MZ002〉 EMZ-26 
　 ハンマーロック

1
発売予定

月

■ 〈MZ001〉 RPZ-03 シールドライガー
1
発売予定

月

3
発売予定

月

¥3,360 
(本体価格 ¥3,200)

¥2,310
(本体価格 ¥2,200)

■ 〈MZ004〉 RMZ-11 ゴドス
¥2,310

(本体価格 ¥2,200)

※デザインは監修中のものです ※デザインは監修中のものです

※デザインは監修中のものです

※デザインは監修中のものです

■ 〈MZ003〉 EPZ-003 サーベルタイガー
¥3,360 
(本体価格 ¥3,200)3

発売予定
月

広島電鉄をテーマに
　バスと路面電車の併走を楽しむ！

組合せで広がる交通の現場
※ 写真は旧製品を使用したイメージです。

※価格はすべて税込みです。

※広島電鉄株式会社商品化許諾申請中

※広島電鉄商品化許諾済

■ 業　務：車掌
■ 事業者：広島電鉄株式会社

鷹野 みゆき

■ 路面レール・広島電鉄特別セット
¥7,560 (本体価格 ¥7,200)

3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB001〉東京都交通局

¥1,029 (本体価格 ¥980) ¥1,029 (本体価格 ¥980) ¥1,029 (本体価格 ¥980) ¥1,029 (本体価格 ¥980)3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB002〉名古屋市交通局
3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB003〉大阪市交通局
3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB004〉西日本鉄道
3
発売予定

月

■ バスコレ走行システム基本セットＢ1・2・3
各¥8,190
(本体価格 ¥7,800)

3
発売予定

月

<1112> ワイドトラムミニカーブレールC140-WT(F)
 2 セット ¥1,596
  ※1セット価格 ¥798  
<1790> ワイドトラムレールS70-WT(F) 1 セット ¥378    
<1791> ワイドトラムレールS140-WT(F) 1 セット ¥483    
<1024> ストレートレールS70(F) 1 セット ¥294
  ※鉄コレ式制御器接続用  
鉄コレ専用コントローラー鉄コレ式制御器A 1個 ¥1,995    
鉄コレ 広島電鉄350形A（352号車） 1個 ¥1,680    

TM－TR01 鉄コレ動力路面電車用  1 個 ¥3,150

  
通常価格 ¥9,576 特別価格

　¥7,560

大人気のバスコレ走行システム基本セットに、現在名古屋・広島・福岡で活躍する車両が付属す
る新バージョンが登場!!　こちらのセットは発売中の基本セットAと異なる曲線道路C177を使
用したオーバルコースです。同時発売の「路面レール・広島電鉄特別セット」やワイドトラムレー
ルシリーズと組み合わせることで路面電車と併走する情景が再現できます。

バスコレ走行システム基本セットB1（名鉄バス仕様）
三菱ふそうMP35JM（未塗装バス付属）

バスコレ走行システム基本セットB2（広島電鉄仕様）
日野HT/HU（未塗装バス付属）

バスコレ走行システム基本セットB3（西日本鉄道仕様）
西工96MCワンステップバス（未塗装バス付属）

共通セット内容
セット内容

<JB001>

東京都交通局（東京都）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP37FK

実車ホイールベース

4800mm

富士重工業7Eシリーズについに短尺車の登場です。

今回は関東3社局、関西1社局、四国1社局の公営事業者を5台セットにしました。平成24年度末

でバス事業を終了する予定の鳴門市企業局（鳴門市営バス）も今回ラインナップしました。

また、現在発売中の走行バスシステムの専用動力ユニット【BM-01】（別売）を組み込むことで専

用道路での走行もお楽しみいただけます。是非ご期待ください。

<JB002>

名古屋市交通局（愛知県）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP35UM 改

実車ホイールベース

5300mm

ザ・バスコレクションの新シリーズに「全国バスコレクション」シリーズが登場します。
日本全国47都道府県のバス事業者を順次ラインナップしていきます。第一弾は、関東・中京・
関西・九州を代表する事業者です。バスは三菱ふそうエアロスターの最新車種を新規金型
にて製品化します。4車種共に走行バスシステムに対応します。各商品にはバス停パーツ
とシールが付属します。是非ご期待ください。

<JB003>

大阪市交通局（大阪府）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP37FK

実車ホイールベース

4800mm

<JB004>

西日本鉄道（福岡県）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP35UM

実車ホイールベース

5300mm

全国バスコレクションシリーズ

■ バスコレ富士重工業7E５台セットＡ
¥4,200 (本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

バスコレに新たなラインナップが登場です！

※付属のバス停パーツ

約670mm

約440mm

※各社局商品化許諾申請中

※各社局商品化許諾申請中

東京都交通局

横浜市交通局

大阪市交通局

鳴門市企業局

川崎市交通局

鳴門市企業局

大阪市交通局

東京都交通局

川崎市交通局

横浜市交通局

※各社商品化許諾申請中

路面電車とバスで張り巡らされた
市内交通網の一端を、トミーテック
のＮゲージモデルでその手の中へ !!
新しい鉄むすグッズに登場する広電
アイテムもぜひ !!(P7 へ )

東京都 大阪府 福岡県

Ｃ１７７-３０-ＲＯ×１２

（ホイールベース３５ｍｍ）
※各種専用スペーサー付属

■バス停用アプローチ道路 S７０-RO×３ ■直線道路 S７０-RO×５

愛知県

12
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30年以上の歴史を誇る、タカラトミーの定番ブランド『チョロQ』。ディフォルメミニカーの代名詞でもある
『チョロQ』を、トミーテックが大人向けにアレンジしました。第3弾は待ちに待った現行車種。シリーズの楽しみ
が広がります！

43

■ LV-43-02c いすゞ エルフ 低床（東芝） 3
発売予定

月
¥5,985 (本体価格 ¥5,700)

1
発売予定

月
¥8,190 (本体価格 ¥7,800)

■ LV-N43-01c 日産パラメディック高規格救急車（水戸市）

国際標準1/43スケールを採用し、古今東西の車種を製品化。もちろん作りこみも、1/43スケー
ルを活かした精密さです。今回は、水戸市で活躍する車両を再現。美しいカラーリングはもちろん、
室内など細部も可能な限り作りこんでいます。

■ チョロＱzero第3弾 各¥1,029 
(本体価格 ¥980) 2発売予定月

3

『もしもトミカが昭和30年代に誕生していたら……』をテーマに、なつかしの名車
たちをモデル化するトミカリミテッドヴィンテージ。1/64統一スケールにゴムタイ
ヤを採用、コレクターの皆様も納得の仕上がり。

トミカが誕生した1970年以降の名車で、トミカで商品化されていない車を
モデル化しているシリーズです。

※掲載の内容は、2012年12月現在の情報です。※掲載の写真は、試作品です。実際の製品と異なる場合もございます。
※商品の仕様・発売日・価格は予告なく変更になる場合もございます。※無断転載・複製を禁じます。

8

検 索トミーテック

昭和のラジオデイズ

131a：赤

131ｂ：白

N76a：白

N76b：紺

■ LV-N76a グロリア200E ターボブロアム（白）
■ LV-N76b グロリア200E ターボブロアム（紺）

各¥1,575
(本体価格 ¥1,500)

1
発売予定

月 N78a：白

N78b：銀

■ LV-N78a トヨタクラウン 2800ロイヤルサルーン（白）
■ LV-N78ｂトヨタクラウン 2800ロイヤルサルーン（銀）

各¥1,470
(本体価格 ¥1,400)

2
発売予定

月
N77a：銀

N77b：紺
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■ LV-N77a メルセデス ベンツ190Ｅ（銀）
■ LV-N77ｂメルセデス ベンツ190Ｅ（紺）

各¥1,785
(本体価格 ¥1,700)

2
発売予定

月

■ LV-N79a メルセデス ベンツ190Ｅ 2.3（白）
■ LV-N79ｂメルセデス ベンツ190Ｅ 2.3（赤）

各¥1,785
(本体価格 ¥1,700)

3
発売予定

月
N80a：黒

N80b：白

※看板シール付属

■ LV-N80a ブルーバードSSSアテーサ リミテッド（黒）
■ LV-N80b ブルーバードSSSアテーサ リミテッド（白）

各¥1,575
(本体価格 ¥1,500)

各¥1,974 (本体価格 ¥1,880)

3
発売予定

月

3
発売予定

月

■ LV131a ダットサン フェアレディ2000（赤）
■ LV131b ダットサン フェアレディ2000（白）

■ LV-SM01 マスターライン（SM社 社用車）

各¥1,785
(本体価格 ¥1,700)

1
発売予定

月

■ TLV昭和のラジオデイズ1
　 TBS スカイラインバン
¥1,995
(本体価格 ¥1,900)

3
発売予定

月

■ TLV昭和のラジオデイズ2
　 文化放送 ギャラン
¥1,995
(本体価格 ¥1,900)

3
発売予定

月

■ TLV昭和のラジオデイズ3
　 ニッポン放送 ローレル
¥1,995
(本体価格 ¥1,900)

3
発売予定

月

■ LV23f 
　 日野RB10型
　 東急バス
¥3,675
(本体価格 ¥3,500)

2
発売予定

月

■ LV-132a ギャランA Ⅱ
　 GSパトカー 宮城県警
¥1,575
(本体価格 ¥1,500)

2
発売予定

月

昭和40年代中頃に登場したラジオカーは、街に出て人々の声を直接電波に乗せ、よりリスナーに密着した放送を可能としました。
TLVでは著名パーソナリティのインタビューをパッケージに掲載するなど、ミニチュアカーの枠を超えた文化の記録としてお楽しみ
いただけます。

¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

2
発売予定

月

■ LV-SM02 キャブオール
　 （ジョージサイダー社）
¥2,205 (本体価格 ¥2,100)
3
発売予定

月

最も有名な刑事ドラマといっても過言ではない『西部警察』。派手な
アクションを前面に押し出した作品だけに、大門軍団や木暮課長と
いった刑事たちはもちろん、彼らや犯人たちが操った車たちも、それ
ぞれ熱烈なファンが多く存在します。TLV-NEOシリーズでも、かね
がね西部警察劇中車の製品化リクエストを多数戴いておりました
が、ここで満を持して発売いたします。Vol.1のセドリック230型2
台セットでは、スタント中に突如現れる工事現場パーツもセット。画
面内を生き生きと暴れ回った車たちを、そのままに再現していただ
けます。番組後期の顔、スーパーマシンたちも鋭意開発中！

  トミカラマ ガソリンスタンドに付属のドラム缶やTLVの
トラックに付属した木箱等を使うと、より迫力あるシーン
が再現できるでしょう。

　 是非、お手持ちのTLVも並べて劇中の世界を再現しま
しょう！ 足らなければ、是非追加を！（発売中の西部警察
DVD-BOXで勉強しよう）　 

第18話『俺たちの闘い』のアクションが机上に。

■ LV-NEO西部警察01 セドリック230型2台セット
¥4,200

(本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

■ LV-NEO西部警察02 セドリック430型2台セット
¥4,200 (本体価格 ¥4,000) 2

発売予定
月

●株式会社石原プロモーション商品化許諾済

■ LV-NEO西部警察03 
　 セドリック グロリア230型2台セット 価格未定

3
発売予定

月

1/64の
　  コンクリート・ウエスタン！

N79a：白

N79b：赤

フィギュア2体付

フィギュア2体付

■ Z-09c 日産リーフ タクシー ■ Z-12c SUBARU BRZ（黒）■ Z-11c トヨタ86 GAZOOレーシング■ Z-10c トヨタFJクルーザー（ベージュ）■ チョロＱzero
　 ハイグレード版
3
発売予定

月

¥1,470 (本体価格 ¥1,400) ¥1,365 (本体価格 ¥1,300)¥1,365 (本体価格 ¥1,300) ¥1,575 (本体価格 ¥1,500)

■ Z-13c スバルサンバー 赤帽

¥1,470 (本体価格 ¥1,400)

Z-10a トヨタFJクルーザー （黄色） Z-10b トヨタFJクルーザー （青色）

Z-11a トヨタ86 GT （赤色） Z-11b トヨタ86 RC （銀色）

Z-12a SUBARU BRZ （青色） Z-12b SUBARU BRZ （白色）

Z-13a スバルサンバー （青色） Z-13b スバルサンバー （銀色）

Z-09b 日産リーフ （黒）Z-09a 日産リーフ （水色）

■ 内装模型 24系25形寝台客車 ■ EK-01 駅ベンチ(オレンジ)
■ EK-02 駅ベンチ(緑)

1/12スケール相当の
可動フィギュア・ドールと一緒に!!

1/12スケール
小物シリーズ始動!!

予価 ¥29,400 (本体価格 ¥28,000)

来春
発売予定

鉄道模型TOMIXやジオコレのノウハウをつぎ込みこだわった造りです。
第1弾は5人掛けの駅ベンチ。お手元の可動フィギュア・ドールと合わせて、
駅構内の雰囲気をお楽しみください。

※写真はイメージです。
※製品にホーム・フィギュア・車両は含まれません
※対応可能なフィギュアなどは形状により異なります。

12

EK-01
オレンジ

EK-02
緑

※写真はイメージです。
※製品にホーム・フィギュア・車両は含まれません
※対応可能なフィギュアなどは形状により異なります。

2

トミーテックの新しいキャラクタープラモデルブランド「MSS＝モデラーズ・スピリット・シリーズ」では、1/144スケールでゾイドの世界
をお楽しみいただけます。関節可動ギミックや部分彩色・マーク印刷などを施し、誰もが楽しめ、リアルに仕上げられるよう構成していま
す。製品には彩色済みパイロットフィギュアやジオラマベースも付属!!

144

© TOMY  ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

■ 〈MZ002〉 EMZ-26 
　 ハンマーロック

1
発売予定

月

■ 〈MZ001〉 RPZ-03 シールドライガー
1
発売予定

月

3
発売予定

月

¥3,360 
(本体価格 ¥3,200)

¥2,310
(本体価格 ¥2,200)

■ 〈MZ004〉 RMZ-11 ゴドス
¥2,310

(本体価格 ¥2,200)

※デザインは監修中のものです ※デザインは監修中のものです

※デザインは監修中のものです

※デザインは監修中のものです

■ 〈MZ003〉 EPZ-003 サーベルタイガー
¥3,360 
(本体価格 ¥3,200)3

発売予定
月

広島電鉄をテーマに
　バスと路面電車の併走を楽しむ！

組合せで広がる交通の現場
※ 写真は旧製品を使用したイメージです。

※価格はすべて税込みです。

※広島電鉄株式会社商品化許諾申請中

※広島電鉄商品化許諾済

■ 業　務：車掌
■ 事業者：広島電鉄株式会社

鷹野 みゆき

■ 路面レール・広島電鉄特別セット
¥7,560 (本体価格 ¥7,200)

3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB001〉東京都交通局

¥1,029 (本体価格 ¥980) ¥1,029 (本体価格 ¥980) ¥1,029 (本体価格 ¥980) ¥1,029 (本体価格 ¥980)3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB002〉名古屋市交通局
3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB003〉大阪市交通局
3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB004〉西日本鉄道
3
発売予定

月

■ バスコレ走行システム基本セットＢ1・2・3
各¥8,190
(本体価格 ¥7,800)

3
発売予定

月

<1112> ワイドトラムミニカーブレールC140-WT(F)
 2 セット ¥1,596
  ※1セット価格 ¥798  
<1790> ワイドトラムレールS70-WT(F) 1 セット ¥378    
<1791> ワイドトラムレールS140-WT(F) 1 セット ¥483    
<1024> ストレートレールS70(F) 1 セット ¥294
  ※鉄コレ式制御器接続用  
鉄コレ専用コントローラー鉄コレ式制御器A 1個 ¥1,995    
鉄コレ 広島電鉄350形A（352号車） 1個 ¥1,680    

TM－TR01 鉄コレ動力路面電車用  1 個 ¥3,150

  
通常価格 ¥9,576 特別価格

　¥7,560

大人気のバスコレ走行システム基本セットに、現在名古屋・広島・福岡で活躍する車両が付属す
る新バージョンが登場!!　こちらのセットは発売中の基本セットAと異なる曲線道路C177を使
用したオーバルコースです。同時発売の「路面レール・広島電鉄特別セット」やワイドトラムレー
ルシリーズと組み合わせることで路面電車と併走する情景が再現できます。

バスコレ走行システム基本セットB1（名鉄バス仕様）
三菱ふそうMP35JM（未塗装バス付属）

バスコレ走行システム基本セットB2（広島電鉄仕様）
日野HT/HU（未塗装バス付属）

バスコレ走行システム基本セットB3（西日本鉄道仕様）
西工96MCワンステップバス（未塗装バス付属）

共通セット内容
セット内容

<JB001>

東京都交通局（東京都）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP37FK

実車ホイールベース

4800mm

富士重工業7Eシリーズについに短尺車の登場です。

今回は関東3社局、関西1社局、四国1社局の公営事業者を5台セットにしました。平成24年度末

でバス事業を終了する予定の鳴門市企業局（鳴門市営バス）も今回ラインナップしました。

また、現在発売中の走行バスシステムの専用動力ユニット【BM-01】（別売）を組み込むことで専

用道路での走行もお楽しみいただけます。是非ご期待ください。

<JB002>

名古屋市交通局（愛知県）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP35UM 改

実車ホイールベース

5300mm

ザ・バスコレクションの新シリーズに「全国バスコレクション」シリーズが登場します。
日本全国47都道府県のバス事業者を順次ラインナップしていきます。第一弾は、関東・中京・
関西・九州を代表する事業者です。バスは三菱ふそうエアロスターの最新車種を新規金型
にて製品化します。4車種共に走行バスシステムに対応します。各商品にはバス停パーツ
とシールが付属します。是非ご期待ください。

<JB003>

大阪市交通局（大阪府）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP37FK

実車ホイールベース

4800mm

<JB004>

西日本鉄道（福岡県）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP35UM

実車ホイールベース

5300mm

全国バスコレクションシリーズ

■ バスコレ富士重工業7E５台セットＡ
¥4,200 (本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

バスコレに新たなラインナップが登場です！

※付属のバス停パーツ

約670mm

約440mm

※各社局商品化許諾申請中

※各社局商品化許諾申請中

東京都交通局

横浜市交通局

大阪市交通局

鳴門市企業局

川崎市交通局

鳴門市企業局

大阪市交通局

東京都交通局

川崎市交通局

横浜市交通局

※各社商品化許諾申請中

路面電車とバスで張り巡らされた
市内交通網の一端を、トミーテック
のＮゲージモデルでその手の中へ !!
新しい鉄むすグッズに登場する広電
アイテムもぜひ !!(P7 へ )

東京都 大阪府 福岡県

Ｃ１７７-３０-ＲＯ×１２

（ホイールベース３５ｍｍ）
※各種専用スペーサー付属

■バス停用アプローチ道路 S７０-RO×３ ■直線道路 S７０-RO×５

愛知県

12
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30年以上の歴史を誇る、タカラトミーの定番ブランド『チョロQ』。ディフォルメミニカーの代名詞でもある
『チョロQ』を、トミーテックが大人向けにアレンジしました。第3弾は待ちに待った現行車種。シリーズの楽しみ
が広がります！

43

■ LV-43-02c いすゞ エルフ 低床（東芝） 3
発売予定

月
¥5,985 (本体価格 ¥5,700)

1
発売予定

月
¥8,190 (本体価格 ¥7,800)

■ LV-N43-01c 日産パラメディック高規格救急車（水戸市）

国際標準1/43スケールを採用し、古今東西の車種を製品化。もちろん作りこみも、1/43スケー
ルを活かした精密さです。今回は、水戸市で活躍する車両を再現。美しいカラーリングはもちろん、
室内など細部も可能な限り作りこんでいます。

■ チョロＱzero第3弾 各¥1,029 
(本体価格 ¥980) 2発売予定月

3

『もしもトミカが昭和30年代に誕生していたら……』をテーマに、なつかしの名車
たちをモデル化するトミカリミテッドヴィンテージ。1/64統一スケールにゴムタイ
ヤを採用、コレクターの皆様も納得の仕上がり。

トミカが誕生した1970年以降の名車で、トミカで商品化されていない車を
モデル化しているシリーズです。

※掲載の内容は、2012年12月現在の情報です。※掲載の写真は、試作品です。実際の製品と異なる場合もございます。
※商品の仕様・発売日・価格は予告なく変更になる場合もございます。※無断転載・複製を禁じます。

8

検 索トミーテック

昭和のラジオデイズ

131a：赤

131ｂ：白

N76a：白

N76b：紺

■ LV-N76a グロリア200E ターボブロアム（白）
■ LV-N76b グロリア200E ターボブロアム（紺）

各¥1,575
(本体価格 ¥1,500)

1
発売予定

月 N78a：白

N78b：銀

■ LV-N78a トヨタクラウン 2800ロイヤルサルーン（白）
■ LV-N78ｂトヨタクラウン 2800ロイヤルサルーン（銀）

各¥1,470
(本体価格 ¥1,400)

2
発売予定

月
N77a：銀

N77b：紺

©OFFICE KITANO INC.   ©TV CLUB

■ LV-N77a メルセデス ベンツ190Ｅ（銀）
■ LV-N77ｂメルセデス ベンツ190Ｅ（紺）

各¥1,785
(本体価格 ¥1,700)

2
発売予定

月

■ LV-N79a メルセデス ベンツ190Ｅ 2.3（白）
■ LV-N79ｂメルセデス ベンツ190Ｅ 2.3（赤）

各¥1,785
(本体価格 ¥1,700)

3
発売予定

月
N80a：黒

N80b：白

※看板シール付属

■ LV-N80a ブルーバードSSSアテーサ リミテッド（黒）
■ LV-N80b ブルーバードSSSアテーサ リミテッド（白）

各¥1,575
(本体価格 ¥1,500)

各¥1,974 (本体価格 ¥1,880)

3
発売予定

月

3
発売予定

月

■ LV131a ダットサン フェアレディ2000（赤）
■ LV131b ダットサン フェアレディ2000（白）

■ LV-SM01 マスターライン（SM社 社用車）

各¥1,785
(本体価格 ¥1,700)

1
発売予定

月

■ TLV昭和のラジオデイズ1
　 TBS スカイラインバン
¥1,995
(本体価格 ¥1,900)

3
発売予定

月

■ TLV昭和のラジオデイズ2
　 文化放送 ギャラン
¥1,995
(本体価格 ¥1,900)

3
発売予定

月

■ TLV昭和のラジオデイズ3
　 ニッポン放送 ローレル
¥1,995
(本体価格 ¥1,900)

3
発売予定

月

■ LV23f 
　 日野RB10型
　 東急バス
¥3,675
(本体価格 ¥3,500)

2
発売予定

月

■ LV-132a ギャランA Ⅱ
　 GSパトカー 宮城県警
¥1,575
(本体価格 ¥1,500)

2
発売予定

月

昭和40年代中頃に登場したラジオカーは、街に出て人々の声を直接電波に乗せ、よりリスナーに密着した放送を可能としました。
TLVでは著名パーソナリティのインタビューをパッケージに掲載するなど、ミニチュアカーの枠を超えた文化の記録としてお楽しみ
いただけます。

¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

2
発売予定

月

■ LV-SM02 キャブオール
　 （ジョージサイダー社）
¥2,205 (本体価格 ¥2,100)
3
発売予定

月

最も有名な刑事ドラマといっても過言ではない『西部警察』。派手な
アクションを前面に押し出した作品だけに、大門軍団や木暮課長と
いった刑事たちはもちろん、彼らや犯人たちが操った車たちも、それ
ぞれ熱烈なファンが多く存在します。TLV-NEOシリーズでも、かね
がね西部警察劇中車の製品化リクエストを多数戴いておりました
が、ここで満を持して発売いたします。Vol.1のセドリック230型2
台セットでは、スタント中に突如現れる工事現場パーツもセット。画
面内を生き生きと暴れ回った車たちを、そのままに再現していただ
けます。番組後期の顔、スーパーマシンたちも鋭意開発中！

  トミカラマ ガソリンスタンドに付属のドラム缶やTLVの
トラックに付属した木箱等を使うと、より迫力あるシーン
が再現できるでしょう。

　 是非、お手持ちのTLVも並べて劇中の世界を再現しま
しょう！ 足らなければ、是非追加を！（発売中の西部警察
DVD-BOXで勉強しよう）　 

第18話『俺たちの闘い』のアクションが机上に。

■ LV-NEO西部警察01 セドリック230型2台セット
¥4,200

(本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

■ LV-NEO西部警察02 セドリック430型2台セット
¥4,200 (本体価格 ¥4,000) 2

発売予定
月

●株式会社石原プロモーション商品化許諾済

■ LV-NEO西部警察03 
　 セドリック グロリア230型2台セット 価格未定

3
発売予定

月

1/64の
　  コンクリート・ウエスタン！

N79a：白

N79b：赤

フィギュア2体付

フィギュア2体付

■ Z-09c 日産リーフ タクシー ■ Z-12c SUBARU BRZ（黒）■ Z-11c トヨタ86 GAZOOレーシング■ Z-10c トヨタFJクルーザー（ベージュ）■ チョロＱzero
　 ハイグレード版
3
発売予定

月

¥1,470 (本体価格 ¥1,400) ¥1,365 (本体価格 ¥1,300)¥1,365 (本体価格 ¥1,300) ¥1,575 (本体価格 ¥1,500)

■ Z-13c スバルサンバー 赤帽

¥1,470 (本体価格 ¥1,400)

Z-10a トヨタFJクルーザー （黄色） Z-10b トヨタFJクルーザー （青色）

Z-11a トヨタ86 GT （赤色） Z-11b トヨタ86 RC （銀色）

Z-12a SUBARU BRZ （青色） Z-12b SUBARU BRZ （白色）

Z-13a スバルサンバー （青色） Z-13b スバルサンバー （銀色）

Z-09b 日産リーフ （黒）Z-09a 日産リーフ （水色）

■ 内装模型 24系25形寝台客車 ■ EK-01 駅ベンチ(オレンジ)
■ EK-02 駅ベンチ(緑)

1/12スケール相当の
可動フィギュア・ドールと一緒に!!

1/12スケール
小物シリーズ始動!!

予価 ¥29,400 (本体価格 ¥28,000)

来春
発売予定

鉄道模型TOMIXやジオコレのノウハウをつぎ込みこだわった造りです。
第1弾は5人掛けの駅ベンチ。お手元の可動フィギュア・ドールと合わせて、
駅構内の雰囲気をお楽しみください。

※写真はイメージです。
※製品にホーム・フィギュア・車両は含まれません
※対応可能なフィギュアなどは形状により異なります。
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EK-01
オレンジ

EK-02
緑

※写真はイメージです。
※製品にホーム・フィギュア・車両は含まれません
※対応可能なフィギュアなどは形状により異なります。

2

トミーテックの新しいキャラクタープラモデルブランド「MSS＝モデラーズ・スピリット・シリーズ」では、1/144スケールでゾイドの世界
をお楽しみいただけます。関節可動ギミックや部分彩色・マーク印刷などを施し、誰もが楽しめ、リアルに仕上げられるよう構成していま
す。製品には彩色済みパイロットフィギュアやジオラマベースも付属!!

144
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■ 〈MZ002〉 EMZ-26 
　 ハンマーロック

1
発売予定

月

■ 〈MZ001〉 RPZ-03 シールドライガー
1
発売予定

月

3
発売予定

月

¥3,360 
(本体価格 ¥3,200)

¥2,310
(本体価格 ¥2,200)

■ 〈MZ004〉 RMZ-11 ゴドス
¥2,310

(本体価格 ¥2,200)

※デザインは監修中のものです ※デザインは監修中のものです

※デザインは監修中のものです

※デザインは監修中のものです

■ 〈MZ003〉 EPZ-003 サーベルタイガー
¥3,360 
(本体価格 ¥3,200)3

発売予定
月

広島電鉄をテーマに
　バスと路面電車の併走を楽しむ！

組合せで広がる交通の現場
※ 写真は旧製品を使用したイメージです。

※価格はすべて税込みです。

※広島電鉄株式会社商品化許諾申請中

※広島電鉄商品化許諾済

■ 業　務：車掌
■ 事業者：広島電鉄株式会社

鷹野 みゆき

■ 路面レール・広島電鉄特別セット
¥7,560 (本体価格 ¥7,200)

3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB001〉東京都交通局

¥1,029 (本体価格 ¥980) ¥1,029 (本体価格 ¥980) ¥1,029 (本体価格 ¥980) ¥1,029 (本体価格 ¥980)3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB002〉名古屋市交通局
3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB003〉大阪市交通局
3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB004〉西日本鉄道
3
発売予定

月

■ バスコレ走行システム基本セットＢ1・2・3
各¥8,190
(本体価格 ¥7,800)

3
発売予定

月

<1112> ワイドトラムミニカーブレールC140-WT(F)
 2 セット ¥1,596
  ※1セット価格 ¥798  
<1790> ワイドトラムレールS70-WT(F) 1 セット ¥378    
<1791> ワイドトラムレールS140-WT(F) 1 セット ¥483    
<1024> ストレートレールS70(F) 1 セット ¥294
  ※鉄コレ式制御器接続用  
鉄コレ専用コントローラー鉄コレ式制御器A 1個 ¥1,995    
鉄コレ 広島電鉄350形A（352号車） 1個 ¥1,680    

TM－TR01 鉄コレ動力路面電車用  1 個 ¥3,150

  
通常価格 ¥9,576 特別価格

　¥7,560

大人気のバスコレ走行システム基本セットに、現在名古屋・広島・福岡で活躍する車両が付属す
る新バージョンが登場!!　こちらのセットは発売中の基本セットAと異なる曲線道路C177を使
用したオーバルコースです。同時発売の「路面レール・広島電鉄特別セット」やワイドトラムレー
ルシリーズと組み合わせることで路面電車と併走する情景が再現できます。

バスコレ走行システム基本セットB1（名鉄バス仕様）
三菱ふそうMP35JM（未塗装バス付属）

バスコレ走行システム基本セットB2（広島電鉄仕様）
日野HT/HU（未塗装バス付属）

バスコレ走行システム基本セットB3（西日本鉄道仕様）
西工96MCワンステップバス（未塗装バス付属）

共通セット内容
セット内容

<JB001>

東京都交通局（東京都）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP37FK

実車ホイールベース

4800mm

富士重工業7Eシリーズについに短尺車の登場です。

今回は関東3社局、関西1社局、四国1社局の公営事業者を5台セットにしました。平成24年度末

でバス事業を終了する予定の鳴門市企業局（鳴門市営バス）も今回ラインナップしました。

また、現在発売中の走行バスシステムの専用動力ユニット【BM-01】（別売）を組み込むことで専

用道路での走行もお楽しみいただけます。是非ご期待ください。

<JB002>

名古屋市交通局（愛知県）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP35UM 改

実車ホイールベース

5300mm

ザ・バスコレクションの新シリーズに「全国バスコレクション」シリーズが登場します。
日本全国47都道府県のバス事業者を順次ラインナップしていきます。第一弾は、関東・中京・
関西・九州を代表する事業者です。バスは三菱ふそうエアロスターの最新車種を新規金型
にて製品化します。4車種共に走行バスシステムに対応します。各商品にはバス停パーツ
とシールが付属します。是非ご期待ください。

<JB003>

大阪市交通局（大阪府）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP37FK

実車ホイールベース

4800mm

<JB004>

西日本鉄道（福岡県）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP35UM

実車ホイールベース

5300mm

全国バスコレクションシリーズ

■ バスコレ富士重工業7E５台セットＡ
¥4,200 (本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

バスコレに新たなラインナップが登場です！

※付属のバス停パーツ

約670mm

約440mm

※各社局商品化許諾申請中

※各社局商品化許諾申請中

東京都交通局

横浜市交通局

大阪市交通局

鳴門市企業局

川崎市交通局

鳴門市企業局

大阪市交通局

東京都交通局

川崎市交通局

横浜市交通局

※各社商品化許諾申請中

路面電車とバスで張り巡らされた
市内交通網の一端を、トミーテック
のＮゲージモデルでその手の中へ !!
新しい鉄むすグッズに登場する広電
アイテムもぜひ !!(P7 へ )

東京都 大阪府 福岡県

Ｃ１７７-３０-ＲＯ×１２

（ホイールベース３５ｍｍ）
※各種専用スペーサー付属

■バス停用アプローチ道路 S７０-RO×３ ■直線道路 S７０-RO×５

愛知県
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塗装済み組立てキットの情景系アイテム。
農家や商店、樹木、人間、自転車、小物など
あらゆるものを商品化。 塗装済みのパーツを組合わせて 簡単に完成！

鉄道車両のディスプレイモデル。別売りの動力
ユニットを組み込めば走行も可能！
※走行にはNゲージレール及びパワーユニットが必要です。

注） ※ ■ …ブラインドパッケージ（中身がわからないランダム方式。何が出るかはお楽しみ！）
 ※ ■ …オープンパッケージ（中身がわかる方式。何を買うかはお客様次第！）

“ジオコレ”とは、バス・車・建物・樹木・フィギュアなどを実物の
Nゲージサイズ（1/150スケール）で忠実に再現したシリーズの総称ブランド。
コレクション性に加え、手軽にジオラマ造りが楽しめるのが特徴です。

味噌蔵ＡＢＣＤ、酒蔵Ｅ、ジオラマベースＣ、
特別付属品（フォーリッジ２種 : 橙、黄緑）

セット内容

■ 国鉄119系0番代（S編成登場時）2両セット ■ JR119系0番代するがシャトル（SS編成）2両セット

TM-17 動力ユニット20ｍ級用Ｂ2
　　　　¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

TT-03 走行用パーツセット（2両分：クロ）
　　　　¥840 (本体価格 ¥800)

オプション
適合表

　　　　¥525 (本体価格 ¥500)

　　　　¥840 (本体価格 ¥800)

　　　　¥1,050 (本体価格 ¥1,000)

TM-18 動力ユニット20m級D

〈0229〉パンタグラフPS23（2個入）

TT-05 走行用パーツセット（2両分：クロ）

TT-03 走行用パーツセット（2両分：クロ）

オプション適合表

TT-05 走行用パーツセット（2両分：クロ）
　　　　¥1,050 (本体価格 ¥1,000)

〈0224〉パンタグラフPS13（2個入）
　　　　¥735 (本体価格 ¥700)

〈0267  〉パンタグラフPS11（2個入）
　　　　¥735 (本体価格 ¥700)

各¥2,730 
(本体価格 ¥2,600)

■ スーパーマーケットA・B
 113/114

1
発売予定

月

各¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

■ 電波塔Ａ・B
 101/102

2
発売予定

月¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

■ トンネル
 013

2
発売予定

月

Ａ（白色壁）

Ｂ（茶色壁）

建物 , シール ,
小物 ( ゴミ箱 , カート )
・屋上看板、給水タンク　付属
・１Ｆ張り出し部は、
　着脱可能 (A,B 共通 )

セット内容

セット内容

A:マイクロ波中継用

※フィギュア２体のみ付属
　全６種から、ランダムに封入
　されます。（選べません）

B:携帯電話アンテナ

¥1,050
(本体価格 ¥1,000)

■ ジオラマボードA
 012

1
発売予定

月 ベースサイズ 約 15×15cm

サイズ 約 21×30cm

サイズ 約 31×22cm

サイズ 約 30×21cm

ベースサイズ 約 14×7cm

ミニジオラマ作例
ジオラマボード1枚

ミニジオラマ作例
ジオラマボード2枚

A:まかない処

■ 味噌蔵Ａ
　 ～店蔵・まかない処～
2
発売予定

月 ¥2,100
(本体価格 ¥2,000)

¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
2
発売予定

月2
発売予定

月

■ 国鉄40系仙石線２両セットＡ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

2
発売予定

月

¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

116

■ 味噌蔵B
　 ～仕込み蔵～
2
発売予定

月 ¥1,680
(本体価格 ¥1,600)

117

■ 味噌蔵C
　 ～貯蔵庫～
2
発売予定

月 ¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

118

■ 味噌蔵D
　 ～加工場・積み出し場～
2
発売予定

月 ¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

119

■ 味噌蔵セット 2
発売予定

月

¥16,590 (本体価格 ¥15,800)

120

■ ジオラマベースＣ
　 ～船着場のある醸造所～
2
発売予定

月 ¥7,140
(本体価格 ¥6,800)

ベースサイズ
約 4×8cm

A:店蔵
ベースサイズ
約 7×8cm B:仕込蔵

ベースサイズ
約 10×8cm

D:加工場・積出場　

JR東海承認申請中

ベースサイズ
約 15×7cm

ベースサイズ
約 30×21cm

C:貯蔵庫

　　　　¥525 (本体価格 ¥500)
〈0230〉パンタグラフPS16P（2個入）

クモハ119-7

TT-05
走行用パーツ

クモハ118-5TT-03
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0229〉
PS23
パンタグラフ

動力化しない場合は

TM-18
動力ユニット

クモハ119-10

TT-05
走行用パーツ

クハ118-4

〈0230〉
PS16P
パンタグラフ

〈0229〉
PS23
パンタグラフ

動力化しない場合はまたは

TM-18
動力ユニット

クモハ54109

クハ68086

TT-05
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0224〉
PS13
パンタグラフ

動力化しない
場合は

動力化しない
場合は

動力化しない
場合はTM-17

動力ユニット

■ 国鉄51系・40系飯田線２両セットＡ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

2
発売予定

月

クモハ54006

クハユニ56003

TT-05
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0267〉
PS11
パンタグラフ

TM-17
動力ユニット

■ 国鉄51系福塩線２両セットＡ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

2
発売予定

月

クモハ51043

クハ68038

TT-05
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0267〉
PS11
パンタグラフ

TM-17
動力ユニット

　　　　¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

　　　　¥840 (本体価格 ¥800)

　　　　¥525 (本体価格 ¥500)

TM-06 
　動力ユニット18m級用A

〈0238〉
PG16形パンタグラフ（2個入）

TT-03 走行用パーツセット
（2両分：クロ）

オプション適合表

　　　　¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

庄内交通（山形県） モハ8 京王帝都電鉄(東京都） デハ2400形 箱根登山鉄道（神奈川県） モハ3形

コンビナートＧ、送電鉄塔Ａ２、
コンビナートＤ（積み出し所）、
コンビナートＦ（配管櫓・パイプセット）、
特別付属品（追加パイプセット）

上田電鉄株式会社商品化許諾申請中 豊橋鉄道株式会社商品化許諾申請中

¥2,940 (本体価格 ¥2,800)2 
発売予定

月

■  　　　コンビナートG情景小物
099

2
発売予定

月

¥8,190
(本体価格 ¥7,800)

■  　　　ガスコンビナート拡張セット情景小物
100

ベースサイズ 
直径約10 ,高さ約12cm

¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

2
発売予定

月

■  　　　
　 送電鉄塔A2
情景小物

084-2

ベースサイズ 
約 5×10cm

)

A:マイクロ波中継用

B:携帯電話アンテナ

ベースサイズ 約 15×15cm

ベースサイズ 約 15×15cm

※未塗装車両1両入り ※8両収納可能

オ
プ
シ
ョ
ン
適
合
表

各社商品化許諾申請中全10種+シークレット
■ 鉄道コレクション 第17弾 3

発売予定
月各¥840 (本体価格 ¥800) ■ 鉄道コレクション 第17弾専用ケース 3

発売予定
月

¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

¥735 (本体価格 ¥700)〈0267〉パンタグラフPS11（2個入） ¥525 (本体価格 ¥500)〈0230〉パンタグラフPS16P（2個入） 　　　　¥840 (本体価格 ¥800) ¥525 (本体価格 ¥500)〈0238〉パンタグラフPG16（2個入）
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-22 動力ユニット14m級用C ¥903 (本体価格 ¥860)TT-03R Nゲージ走行用パーツセット 　　　　¥840 (本体価格 ¥800) ¥735 (本体価格 ¥700)〈0224〉パンタグラフPS13（2個入） 
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-19 動力ユニット15m級用A2 ¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-20 動力ユニット15m級用C 　　　　¥840 (本体価格 ¥800)¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-21 動力ユニット14m級用A

オ
プ
シ
ョ
ン
適
合
表 ¥525 (本体価格 ¥500)〈0238〉PG16形パンタグラフ（2個入）

¥840 (本体価格 ¥800)TT-03 走行用パーツセット（2両分：クロ）
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-06 動力ユニット18m級用A

¥3,150 (本体価格 ¥3,000)TM-TR01 鉄コレ動力 路面電車用

■ 上田電鉄7200系２両セットＡ 3
発売予定

月
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

■ 豊橋鉄道1800系３両セットＡ 3
発売予定

月¥3,780 (本体価格 ¥3,600)

■ 秩父鉄道1000系旧塗装冷改車
　 （1007編成）3両セット

3
発売予定

月 ¥3,780 (本体価格 ¥3,600)

■ 広島電鉄350形Ａ（352号車）
3
発売予定

月 ¥1,680 (本体価格 ¥1,600)

デハ7200

クハ7500

モ１８００

モ１８１０

ク２８００

上田交通（長野県） モハ5250型 京福電気鉄道（福井県） ホデハ260形 京阪電気鉄道大津線（滋賀県） 350型

京阪電気鉄道大津線（京都府・滋賀県） 600型2次車 京阪電気鉄道大津線（京都府・滋賀県） 600型2次車 高松琴平電気鉄道（香川県） 1000形

高松琴平電気鉄道（香川県） 3000形

広島電鉄350形（352号車）

オプション適合表
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-08 動力ユニット20m級用A ¥525 (本体価格 ¥500)〈0230〉パンタグラフPS16P(2個入)

¥840 (本体価格 ¥800)TT-03 Nゲージ走行用パーツセットオプション適合表
デハ1107 クハ1207

デハ1007

■ ■ 国鉄101系運転台型コントローラーDX

■ ■ 運転台型コントローラーDXグレードアップセット

3
発売予定

月

¥4,095 (本体価格 ¥3,900)3
発売予定

月

¥26,040
(本体価格 ¥24,800)

※木製のブレーキハンドルと懐中時計のセット
です。コントローラーＤＸ専用です。懐中時計は
前回製品のコントローラーには使用できませ
ん。
※懐中時計はダイキャスト製。時を刻み、専用ス
トラップが付属します。
※よりリアルな運転遊びをお楽しみください！

1.出力について
　・フィーダー出力は最大12Ｖ　0.8Ａとなります。・電動ポイント用電源　及び　信号機などのＴＣＳ用電源出力はありません。
　　（電動ポイント用電源及びＴＣＳ用電源出力が必要な場合は、ＴＯＭＩＸ＜5507＞ＴＣＳパワーユニット Ｎ600などをご使用ください。）
2.運転方法について
　・動力車による起動電圧が異なる場合、本体側面の出力調整ダイヤルを回して調整してください。
3.走行について
　・本製品は弊社商品「鉄道コレクション」の動力ユニットを組み込んだ車輌を走行させる専用品です。
　・本製品はトミックスレールにのみ対応しています。レールとの接続にはＤ.Ｃフィーダーが付属します。
　・徐々に加速するため低速進入時に、ポイントなどの無電の区間がある場合には止まってしまう可能性があります。
　・製品の特性上、従来のコントローラーに比べレールや車輪が汚れやすくなっておりますので、走行前には必ずレールクリーナー　
　　（ＴＯＭＩＸ<6401>）で汚れを取ってください。
　・製品の特性上、複雑な線路配置や長大なレイアウトには適しておりません。
4.サウンドについて
　・走行音、汽笛音、ブレーキ音、ドア開閉音がお楽しみいただけます。・ドア開閉は停車中のみ操作できます。音も操作に連動します。
　・加速時やブレーキ操作時、メーターが動く際にメーターの動作音が致しますが、製品上の仕様となっておりますのでご了承願います。

難しい配線はありません！

速度調整ダイヤルにて動力車の
走り出しの微調整を可能に！

パイロットランプの点灯タイミングを
リアルに再現！

各ユニットの一体化
※ドア開閉器は除く。
今回はマスコン・ブレーキセット、メーター・
ドア開閉器セットの設定はございません。

リアルなブレーキ操作感を再現！

ダブル音声IC採用により、走行
音と汽笛が同時に鳴動！

スピードメーターに照明を付け、
実車の雰囲気を再現！

艶あり塗装で実車らしさを演出！
製品仕様のご案内

主な改良点

JR東日本･JR西日本商品化許諾申請中

秩父鉄道株式会社商品化許諾申請中

広島電鉄株式会社商品化許諾申請中

あの運転台型コントローラーが
　　　　　　　　　　　DX版になって登場!!
あの運転台型コントローラーが
　　　　　　　　　　　DX版になって登場!!
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彩色済み組み立てキット“技MIX”。1/144スケールという手のひらサイズながら、精密なパーツ・カラーリングが魅力的なシリーズです。
今期は人気の洋上迷彩を施したF-4をはじめ、F-15ファンの間では語り草となっているキラー衛星撃墜用ミサイルを装備したF-15Aも登
場します。今後も続々とラインナップを拡大予定です。

144

鉄道コレクション 動力ユニット

塗装済み完成品(一部付属パーツあり)の乗用系アイテム。

大型車両から小型乗用車まで様々な年代の自動車をラインナップ。

©2005TOMYTEC/イラスト:みぶなつき･宙花こより･MATSUDA98/上田電鉄･埼玉高速鉄道･三和警備保障･東京モノレール･わたらせ渓谷鐵道･銚子電気鉄道･青い森鉄道･大井川鐵道･京王電鉄･弘南鉄道･三陸鉄道･東武鉄道･富山ライトレール･十和田観光･のと鉄道･函館市企業局交通部･広島電鉄･富士急行、各事業者商品化許諾申請中/(C)上田市
※「「壬生えみこ」は東武鉄道株式会社の許諾を得て展開しています、おもちゃのまち活性化キャラクターです。今回はゲストキャラクターとして、全国"鉄道むすめ"巡りに参加しています。　※「姫宮なな」は東武鉄道株式会社のオリジナルキャラクターです。今回はゲストキャラクターとして、全国"鉄道むすめ"巡りに参加しています。 Produced under license from Boeing Management Company. MCDONNELL DOUGLAS & F-4, F-15 are among the trademarks owned by Boeing. A license programme of Ingram Co.,ltd. Japan 原型制作協力:（株）ハセガワ

LOCKHEED MARTIN, F-22 Raptor, associated emblems and logos, and body designs of vehicles　are either registered trademarks or trademarks of Lockheed Martin Corporation in the USA and/or other jurisdictions, used under license by TOMYTEC Co., Ltd.

■ ザ・トラックコレクション 第8弾 各¥840 (本体価格 ¥800)各社商品化許諾申請中 1
発売予定

月 ■ ザ･カーコレクションvol.15
各¥609 (本体価格 ¥580)

3
発売予定

月
（1セット2台入り） ノーマル12種 + シークレット 4種 

■ ザ・カーコレクション基本セットK1
¥1,554 (本体価格 ¥1,480)

2
発売予定

月 ■ 日野ブルーリボンP-RU638BB
　 北海道中央バス

¥4,200
(本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

■ 日野ブルーリボンP-RU638BB
　 東急バス
¥4,200
(本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

日産ティアナ

トヨタ クラウン

トヨタ エスティマ

トヨタ アルファード

「OP03 フライトユニット」との
組合せで旋回飛行が可能に!!

085 いすゞTXD-A
タンクローリー

090 いすゞTWD/HTW
ダンプ

091 いすゞTWD/HTW
クレーン付平荷台

086 いすゞTXD-A
日本通運

087 自衛隊21/2
カーゴトラック

089 いすゞTSD/HTS
岩崎工業除雪車

088 いすゞTSD/TSG
消防車

092 自衛隊74式
特大型トラック

093 自衛隊74式
特大型トラック重レッカ

094 日産ディーゼル
ビッグサム レッカー車

095 ＵＤトラックスクオン
岩崎工業除雪車（一般道仕様）

ダイハツ 
ハイゼットカーゴ
（ダスキン）スズキ ワゴンR（紺） 三菱 i-MiEV （銀/白）

096 ＵＤトラックスクオン
岩崎工業除雪車（高速道路仕様）

北海道中央バス株式会社商品許諾申請中 東急バス株式会社商品許諾申請中Honda トゥデイ（黄色）

  

各¥693 (本体価格 ¥660)

■ 鉄道むすめ
　 トレインマークキーチェーン
1
発売予定

月

くるくる廻せる、もしも?のキャラ幕!?

全国級鉄道スタンプラリー「全国 “鉄道むすめ巡り”」第2弾が開催中!!
開催期間は2013年9月30日まで

各¥600
■ 全国鉄道むすめ巡り2nd

各¥630 (本体価格 ¥600)
■ 鉄道むすめ 名刺付きクリアファイルvol.2 2

発売予定
月

「鉄道むすめ」と名刺交換ができる!?
　　名刺がセットされたクリアファイル登場

各¥588 (本体価格 ¥560)
■ 鉄道むすめコンテナコレクションSP:02 3

発売予定
月

"鉄むすコンテナ"SP版第２弾が登場!!
ステーションポスター風の全面広告デザイン♪

全国で活躍する｢鉄道むすめ｣にゲストキャラクターを加えた『15キャラクター』の特製スタンプが各事
業者にて設置。全国の鉄道事業者を訪れて、特製スタンプを押しちゃおう!!
さらにスタンプ設置事業者では『全国"鉄道むすめ"巡り』と連動した限定商品として、鉄道むすめキャラ
クターの『ミニスタンプ』+『IDカード風バッチ』のセットを販売中。それぞれの事業者でしか手に入らな
い限定品です。スタンプ設置場所や限定品の販売場所などは公式HPでご確認いただけます。

TMT-001三陸鉄道
久慈ありす＆釜石まな

TMT-002上田電鉄
八木沢まい＆北条まどか

TMT-003銚子電気鉄道
外川つくし

参加

事業
者参加

事業
者

※IDカード風バッチの使用イメージ

全 国

15ヶ
所で

限定販
売

TOPICS
この他にも3月には「鉄道むすめステーションポスター vol.5」
も発売予定です。 くわしくは「鉄道むすめ公式web」で!!　
http://www.tetsudou-musume.net/

各¥2,310 (本体価格 ¥2,200)

3
発売予定

月

2
発売予定

月

AC201
U.S.AIR FORCE F-22ラプター
第422評価飛行隊(ネリス)

AC202
U.S.AIR FORCE F-22ラプター
第90戦闘飛行隊(エルメンドルフ)

■ F-22 ”ラプター” 第1弾

■ F-15 ”イーグル” 第7弾

1
発売予定

月

各¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
■ F-4 ”ファントムⅡ” 第3弾

各¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

2
発売予定

月

1
発売予定

月AC109
航空自衛隊 F-4EJ
第303飛行隊(小松）
1981年訓練用塗装

AC110
航空自衛隊 F-4EJ改
第8飛行隊(三沢)

AC111
航空自衛隊 F-4EJ
第305飛行隊(百里）
1982戦競

AC112
航空自衛隊 F-4EJ改
第301飛行隊(新田原)
1992戦競

AC26
航空自衛隊 F-15J/DJ
78年度調達機体(岐阜他)

※アイリスカバー付の
　ノズル付属
※JとDJのコンパチキット

AC27
U.S.AIR FORCE F-15A&ASAT
第6512試験飛行隊(エドワーズ)

※ASM-135付属！

AC28
航空自衛隊 F-15J
第303飛行隊(小松)
2003戦競

※930号機用と955機用の
　白龍の違いを表現した
　2種の胴体背面
　パーツ付属！

AC29
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 065号機

■ F-15 ”イーグル” 第8弾

4
発売予定

月

3
発売予定

月

1
発売予定

月
各¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

■ F-4オープンキャノピーセット ¥2,100
(本体価格 ¥2,000)

AC30
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 063号機

AC31
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 068号機

AC33
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 072号機

AC916

・F-4シリーズは地上でのエアコンの効きが弱
いため、空自機が地上待機時やタキシング中
にキャノピーを開けたままの姿をよく見かけ
ますが、その姿を手軽に再現できる、F-4の
オープン状態のキャノピーを4機分セットし
た彩色済みオプションパーツです。
・技MIX F-4シリーズのラインナップを考慮
し、空自F-4EJ、EJ改用には、旧塗装は基本色
のアンチグレアのあるライトグレー、新塗装は
制空迷彩のアンチグレアなしダークグレー、
洋上迷彩ダークブルー、RF-4E用には松葉色
系迷彩カラーを同梱。
・手彩色では難しいシーリングラインまでタ
ンポ印刷で再現していますのでお好みでスペ
シャルカラー機へ取り付けの際のタッチアッ
プ彩色用にもご使用いただけます。

※形状的には技MIX F-4シリーズ全てに対応して
いますが、スペシャルカラーの機体に取付けると
きは一部彩色が必要な場合があります。
※F-4戦闘機は別売です。

 ユニットB F-22用

■ ジェット推進ユニットA
¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

■ ジェット推進ユニットB
¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

■ フライトユニット
¥1,890 (本体価格 ¥1,800)

OP-05

OP-06

OP-03
※F-22は別売りです

 ユニットA F-4・F-15用

・付属の接点により、これまで出来なかった、増槽を介しての通電接続も
　可能になります。

※対応機種はF-15シリーズAC26以降、F-4シリーズAC109以降及びa表記
　付きのリニューアル版になります。
　それ以前の機体には取り付けられません。

F-22への取付例
※F-22は別売りです

小型モーター、極小ファン、LEDが一体化された新開発のジェット推進ユニッ
トを機体に組み込みフライトユニットに取り付けると、実機さながらにイン
テークから吸気、ノズルから排気することで自らの推力により旋回飛行しま
す。しかもノズル発光もあわせて再現します。

■ UH-1H/J 第3弾

■ ローター回転ユニット2個セット

HC109
陸上自衛隊 UH-1J
第7飛行隊(丘珠)
創隊50周年記念塗装機
スノーシュー装備

HC111
陸上自衛隊 UH-1J
中部方面ヘリコプター隊
第2飛行隊(八尾)
ヘリ映像伝送装置装備

HC110
陸上自衛隊 UH-1H
東部方面ヘリコプター隊
第1飛行隊(立川)
地雷散布装置付属

HC112
陸上自衛隊 UH-1H
西部方面ヘリコプター隊
第1飛行隊(目達原)
フロート付属

¥1,890 (本体価格 ¥1,800)

¥2,415 (本体価格 ¥2,300)

■ フライトユニット で旋回可能!! OP-03+OP-04
※ＵＨ-1Ｊは別売りです

「ジェット推進ユニット」に対応したF-15/F-4のリニューアル版が登場!!
■ F-15 J/DJ リニューアル
各¥2,730
(本体価格 ¥2,600)

1
発売予定

月

■ F-4 E/EJ リニューアル
各¥2,940
(本体価格 ¥2,800)

1
発売予定

月

AC05a
航空自衛隊 F-15J
第204飛行隊(百里)
F-15装備10周年記念塗装機

AC101a
航空自衛隊 F-4EJ
第305飛行隊(百里) 

AC103a
航空自衛隊 RF-4E
第501飛行隊(百里) 

AC102a
航空自衛隊 F-4EJ改
第301飛行隊(新田原) 

AC104a
航空自衛隊 RF-4EJ
第501飛行隊(百里)

AC06a
航空自衛隊 F-15DJ
第306飛行隊(小松)

AC09a
航空自衛隊 F-15J
飛行開発実験団（岐阜）
UAV塔載機

2
発売予定

月

3
発売予定

月¥3,150
(本体価格 ¥3,000)

AC32
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 071号機

【SP013】埼玉高速鉄道/運転士「川口みその」30フィートコンテナ

【SP014】上田電鉄/別所温泉駅駅長「八木沢まい」30フィートコンテナ

【SP015】富士急行/駅務係「大月みーな」30フィートコンテナ

【SP016】東京モノレール/駅務係「羽田あいる」30フィートコンテナ

【SP017】三和警備保障/駅構内警備員「中野みわ」30フィートコンテナ

【SP018】わたらせ渓谷鐵道/トロッコ列車車掌「足尾さきえ」30フィートコンテナ

【SP019】埼玉高速鉄道/運転士「川口みその」30フィートコンテナ

【SP020】上田電鉄/別所温泉駅駅長「八木沢まい」30フィートコンテナ

【SP021】富士急行/駅務係「大月みーな」30フィートコンテナ

【SP022】東京モノレール/駅務係「羽田あいる」30フィートコンテナ

【SP023】三和警備保障/駅構内警備員「中野みわ」30フィートコンテナ

【SP024】わたらせ渓谷鐵道/トロッコ列車車掌「足尾さきえ」30フィートコンテナ

ノーマル6種＋バリエーション6種＋シークレット1種＝全13種

007 十和田観光電鉄
 アテンダント/清水なぎさ

008 のと鉄道
 運転士/和倉ななお

009 わたらせ渓谷鐵道
 トロッコ列車車掌/足尾さきえ

010 上田電鉄
 別所温泉駅駅長/八木沢まい

011 富士急行
 河口湖駅駅務掛/大月みーな

012 広島電鉄
 運転士/鷹野みゆき
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塗装済み組立てキットの情景系アイテム。
農家や商店、樹木、人間、自転車、小物など
あらゆるものを商品化。 塗装済みのパーツを組合わせて 簡単に完成！

鉄道車両のディスプレイモデル。別売りの動力
ユニットを組み込めば走行も可能！
※走行にはNゲージレール及びパワーユニットが必要です。

注） ※ ■ …ブラインドパッケージ（中身がわからないランダム方式。何が出るかはお楽しみ！）
 ※ ■ …オープンパッケージ（中身がわかる方式。何を買うかはお客様次第！）

“ジオコレ”とは、バス・車・建物・樹木・フィギュアなどを実物の
Nゲージサイズ（1/150スケール）で忠実に再現したシリーズの総称ブランド。
コレクション性に加え、手軽にジオラマ造りが楽しめるのが特徴です。

味噌蔵ＡＢＣＤ、酒蔵Ｅ、ジオラマベースＣ、
特別付属品（フォーリッジ２種 : 橙、黄緑）

セット内容

■ 国鉄119系0番代（S編成登場時）2両セット ■ JR119系0番代するがシャトル（SS編成）2両セット

TM-17 動力ユニット20ｍ級用Ｂ2
　　　　¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

TT-03 走行用パーツセット（2両分：クロ）
　　　　¥840 (本体価格 ¥800)

オプション
適合表

　　　　¥525 (本体価格 ¥500)

　　　　¥840 (本体価格 ¥800)

　　　　¥1,050 (本体価格 ¥1,000)

TM-18 動力ユニット20m級D

〈0229〉パンタグラフPS23（2個入）

TT-05 走行用パーツセット（2両分：クロ）

TT-03 走行用パーツセット（2両分：クロ）

オプション適合表

TT-05 走行用パーツセット（2両分：クロ）
　　　　¥1,050 (本体価格 ¥1,000)

〈0224〉パンタグラフPS13（2個入）
　　　　¥735 (本体価格 ¥700)

〈0267  〉パンタグラフPS11（2個入）
　　　　¥735 (本体価格 ¥700)

各¥2,730 
(本体価格 ¥2,600)

■ スーパーマーケットA・B
 113/114

1
発売予定

月

各¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

■ 電波塔Ａ・B
 101/102

2
発売予定

月¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

■ トンネル
 013

2
発売予定

月

Ａ（白色壁）

Ｂ（茶色壁）

建物 , シール ,
小物 ( ゴミ箱 , カート )
・屋上看板、給水タンク　付属
・１Ｆ張り出し部は、
　着脱可能 (A,B 共通 )

セット内容

セット内容

A:マイクロ波中継用

※フィギュア２体のみ付属
　全６種から、ランダムに封入
　されます。（選べません）

B:携帯電話アンテナ

¥1,050
(本体価格 ¥1,000)

■ ジオラマボードA
 012

1
発売予定

月 ベースサイズ 約 15×15cm

サイズ 約 21×30cm

サイズ 約 31×22cm

サイズ 約 30×21cm

ベースサイズ 約 14×7cm

ミニジオラマ作例
ジオラマボード1枚

ミニジオラマ作例
ジオラマボード2枚

A:まかない処

■ 味噌蔵Ａ
　 ～店蔵・まかない処～
2
発売予定

月 ¥2,100
(本体価格 ¥2,000)

¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
2
発売予定

月2
発売予定

月

■ 国鉄40系仙石線２両セットＡ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

2
発売予定

月

¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

116

■ 味噌蔵B
　 ～仕込み蔵～
2
発売予定

月 ¥1,680
(本体価格 ¥1,600)

117

■ 味噌蔵C
　 ～貯蔵庫～
2
発売予定

月 ¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

118

■ 味噌蔵D
　 ～加工場・積み出し場～
2
発売予定

月 ¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

119

■ 味噌蔵セット 2
発売予定

月

¥16,590 (本体価格 ¥15,800)

120

■ ジオラマベースＣ
　 ～船着場のある醸造所～
2
発売予定

月 ¥7,140
(本体価格 ¥6,800)

ベースサイズ
約 4×8cm

A:店蔵
ベースサイズ
約 7×8cm B:仕込蔵

ベースサイズ
約 10×8cm

D:加工場・積出場　

JR東海承認申請中

ベースサイズ
約 15×7cm

ベースサイズ
約 30×21cm

C:貯蔵庫

　　　　¥525 (本体価格 ¥500)
〈0230〉パンタグラフPS16P（2個入）

クモハ119-7

TT-05
走行用パーツ

クモハ118-5TT-03
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0229〉
PS23
パンタグラフ

動力化しない場合は

TM-18
動力ユニット

クモハ119-10

TT-05
走行用パーツ

クハ118-4

〈0230〉
PS16P
パンタグラフ

〈0229〉
PS23
パンタグラフ

動力化しない場合はまたは

TM-18
動力ユニット

クモハ54109

クハ68086

TT-05
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0224〉
PS13
パンタグラフ

動力化しない
場合は

動力化しない
場合は

動力化しない
場合はTM-17

動力ユニット

■ 国鉄51系・40系飯田線２両セットＡ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

2
発売予定

月

クモハ54006

クハユニ56003

TT-05
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0267〉
PS11
パンタグラフ

TM-17
動力ユニット

■ 国鉄51系福塩線２両セットＡ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

2
発売予定

月

クモハ51043

クハ68038

TT-05
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0267〉
PS11
パンタグラフ

TM-17
動力ユニット

　　　　¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

　　　　¥840 (本体価格 ¥800)

　　　　¥525 (本体価格 ¥500)

TM-06 
　動力ユニット18m級用A

〈0238〉
PG16形パンタグラフ（2個入）

TT-03 走行用パーツセット
（2両分：クロ）

オプション適合表

　　　　¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

庄内交通（山形県） モハ8 京王帝都電鉄(東京都） デハ2400形 箱根登山鉄道（神奈川県） モハ3形

コンビナートＧ、送電鉄塔Ａ２、
コンビナートＤ（積み出し所）、
コンビナートＦ（配管櫓・パイプセット）、
特別付属品（追加パイプセット）

上田電鉄株式会社商品化許諾申請中 豊橋鉄道株式会社商品化許諾申請中

¥2,940 (本体価格 ¥2,800)2 
発売予定

月

■  　　　コンビナートG情景小物
099

2
発売予定

月

¥8,190
(本体価格 ¥7,800)

■  　　　ガスコンビナート拡張セット情景小物
100

ベースサイズ 
直径約10 ,高さ約12cm

¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

2
発売予定

月

■  　　　
　 送電鉄塔A2
情景小物

084-2

ベースサイズ 
約 5×10cm

)

A:マイクロ波中継用

B:携帯電話アンテナ

ベースサイズ 約 15×15cm

ベースサイズ 約 15×15cm

※未塗装車両1両入り ※8両収納可能

オ
プ
シ
ョ
ン
適
合
表

各社商品化許諾申請中全10種+シークレット
■ 鉄道コレクション 第17弾 3

発売予定
月各¥840 (本体価格 ¥800) ■ 鉄道コレクション 第17弾専用ケース 3

発売予定
月

¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

¥735 (本体価格 ¥700)〈0267〉パンタグラフPS11（2個入） ¥525 (本体価格 ¥500)〈0230〉パンタグラフPS16P（2個入） 　　　　¥840 (本体価格 ¥800) ¥525 (本体価格 ¥500)〈0238〉パンタグラフPG16（2個入）
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-22 動力ユニット14m級用C ¥903 (本体価格 ¥860)TT-03R Nゲージ走行用パーツセット 　　　　¥840 (本体価格 ¥800) ¥735 (本体価格 ¥700)〈0224〉パンタグラフPS13（2個入） 
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-19 動力ユニット15m級用A2 ¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-20 動力ユニット15m級用C 　　　　¥840 (本体価格 ¥800)¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-21 動力ユニット14m級用A

オ
プ
シ
ョ
ン
適
合
表 ¥525 (本体価格 ¥500)〈0238〉PG16形パンタグラフ（2個入）

¥840 (本体価格 ¥800)TT-03 走行用パーツセット（2両分：クロ）
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-06 動力ユニット18m級用A

¥3,150 (本体価格 ¥3,000)TM-TR01 鉄コレ動力 路面電車用

■ 上田電鉄7200系２両セットＡ 3
発売予定

月
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

■ 豊橋鉄道1800系３両セットＡ 3
発売予定

月¥3,780 (本体価格 ¥3,600)

■ 秩父鉄道1000系旧塗装冷改車
　 （1007編成）3両セット

3
発売予定

月 ¥3,780 (本体価格 ¥3,600)

■ 広島電鉄350形Ａ（352号車）
3
発売予定

月 ¥1,680 (本体価格 ¥1,600)

デハ7200

クハ7500

モ１８００

モ１８１０

ク２８００

上田交通（長野県） モハ5250型 京福電気鉄道（福井県） ホデハ260形 京阪電気鉄道大津線（滋賀県） 350型

京阪電気鉄道大津線（京都府・滋賀県） 600型2次車 京阪電気鉄道大津線（京都府・滋賀県） 600型2次車 高松琴平電気鉄道（香川県） 1000形

高松琴平電気鉄道（香川県） 3000形

広島電鉄350形（352号車）

オプション適合表
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-08 動力ユニット20m級用A ¥525 (本体価格 ¥500)〈0230〉パンタグラフPS16P(2個入)

¥840 (本体価格 ¥800)TT-03 Nゲージ走行用パーツセットオプション適合表
デハ1107 クハ1207

デハ1007

■ ■ 国鉄101系運転台型コントローラーDX

■ ■ 運転台型コントローラーDXグレードアップセット

3
発売予定

月

¥4,095 (本体価格 ¥3,900)3
発売予定

月

¥26,040
(本体価格 ¥24,800)

※木製のブレーキハンドルと懐中時計のセット
です。コントローラーＤＸ専用です。懐中時計は
前回製品のコントローラーには使用できませ
ん。
※懐中時計はダイキャスト製。時を刻み、専用ス
トラップが付属します。
※よりリアルな運転遊びをお楽しみください！

1.出力について
　・フィーダー出力は最大12Ｖ　0.8Ａとなります。・電動ポイント用電源　及び　信号機などのＴＣＳ用電源出力はありません。
　　（電動ポイント用電源及びＴＣＳ用電源出力が必要な場合は、ＴＯＭＩＸ＜5507＞ＴＣＳパワーユニット Ｎ600などをご使用ください。）
2.運転方法について
　・動力車による起動電圧が異なる場合、本体側面の出力調整ダイヤルを回して調整してください。
3.走行について
　・本製品は弊社商品「鉄道コレクション」の動力ユニットを組み込んだ車輌を走行させる専用品です。
　・本製品はトミックスレールにのみ対応しています。レールとの接続にはＤ.Ｃフィーダーが付属します。
　・徐々に加速するため低速進入時に、ポイントなどの無電の区間がある場合には止まってしまう可能性があります。
　・製品の特性上、従来のコントローラーに比べレールや車輪が汚れやすくなっておりますので、走行前には必ずレールクリーナー　
　　（ＴＯＭＩＸ<6401>）で汚れを取ってください。
　・製品の特性上、複雑な線路配置や長大なレイアウトには適しておりません。
4.サウンドについて
　・走行音、汽笛音、ブレーキ音、ドア開閉音がお楽しみいただけます。・ドア開閉は停車中のみ操作できます。音も操作に連動します。
　・加速時やブレーキ操作時、メーターが動く際にメーターの動作音が致しますが、製品上の仕様となっておりますのでご了承願います。

難しい配線はありません！

速度調整ダイヤルにて動力車の
走り出しの微調整を可能に！

パイロットランプの点灯タイミングを
リアルに再現！

各ユニットの一体化
※ドア開閉器は除く。
今回はマスコン・ブレーキセット、メーター・
ドア開閉器セットの設定はございません。

リアルなブレーキ操作感を再現！

ダブル音声IC採用により、走行
音と汽笛が同時に鳴動！

スピードメーターに照明を付け、
実車の雰囲気を再現！

艶あり塗装で実車らしさを演出！
製品仕様のご案内

主な改良点

JR東日本･JR西日本商品化許諾申請中

秩父鉄道株式会社商品化許諾申請中

広島電鉄株式会社商品化許諾申請中

あの運転台型コントローラーが
　　　　　　　　　　　DX版になって登場!!
あの運転台型コントローラーが
　　　　　　　　　　　DX版になって登場!!

4 5

彩色済み組み立てキット“技MIX”。1/144スケールという手のひらサイズながら、精密なパーツ・カラーリングが魅力的なシリーズです。
今期は人気の洋上迷彩を施したF-4をはじめ、F-15ファンの間では語り草となっているキラー衛星撃墜用ミサイルを装備したF-15Aも登
場します。今後も続々とラインナップを拡大予定です。

144

鉄道コレクション 動力ユニット

塗装済み完成品(一部付属パーツあり)の乗用系アイテム。

大型車両から小型乗用車まで様々な年代の自動車をラインナップ。

©2005TOMYTEC/イラスト:みぶなつき･宙花こより･MATSUDA98/上田電鉄･埼玉高速鉄道･三和警備保障･東京モノレール･わたらせ渓谷鐵道･銚子電気鉄道･青い森鉄道･大井川鐵道･京王電鉄･弘南鉄道･三陸鉄道･東武鉄道･富山ライトレール･十和田観光･のと鉄道･函館市企業局交通部･広島電鉄･富士急行、各事業者商品化許諾申請中/(C)上田市
※「「壬生えみこ」は東武鉄道株式会社の許諾を得て展開しています、おもちゃのまち活性化キャラクターです。今回はゲストキャラクターとして、全国"鉄道むすめ"巡りに参加しています。　※「姫宮なな」は東武鉄道株式会社のオリジナルキャラクターです。今回はゲストキャラクターとして、全国"鉄道むすめ"巡りに参加しています。 Produced under license from Boeing Management Company. MCDONNELL DOUGLAS & F-4, F-15 are among the trademarks owned by Boeing. A license programme of Ingram Co.,ltd. Japan 原型制作協力:（株）ハセガワ

LOCKHEED MARTIN, F-22 Raptor, associated emblems and logos, and body designs of vehicles　are either registered trademarks or trademarks of Lockheed Martin Corporation in the USA and/or other jurisdictions, used under license by TOMYTEC Co., Ltd.

■ ザ・トラックコレクション 第8弾 各¥840 (本体価格 ¥800)各社商品化許諾申請中 1
発売予定

月 ■ ザ･カーコレクションvol.15
各¥609 (本体価格 ¥580)

3
発売予定

月
（1セット2台入り） ノーマル12種 + シークレット 4種 

■ ザ・カーコレクション基本セットK1
¥1,554 (本体価格 ¥1,480)

2
発売予定

月 ■ 日野ブルーリボンP-RU638BB
　 北海道中央バス

¥4,200
(本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

■ 日野ブルーリボンP-RU638BB
　 東急バス
¥4,200
(本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

日産ティアナ

トヨタ クラウン

トヨタ エスティマ

トヨタ アルファード

「OP03 フライトユニット」との
組合せで旋回飛行が可能に!!

085 いすゞTXD-A
タンクローリー

090 いすゞTWD/HTW
ダンプ

091 いすゞTWD/HTW
クレーン付平荷台

086 いすゞTXD-A
日本通運

087 自衛隊21/2
カーゴトラック

089 いすゞTSD/HTS
岩崎工業除雪車

088 いすゞTSD/TSG
消防車

092 自衛隊74式
特大型トラック

093 自衛隊74式
特大型トラック重レッカ

094 日産ディーゼル
ビッグサム レッカー車

095 ＵＤトラックスクオン
岩崎工業除雪車（一般道仕様）

ダイハツ 
ハイゼットカーゴ
（ダスキン）スズキ ワゴンR（紺） 三菱 i-MiEV （銀/白）

096 ＵＤトラックスクオン
岩崎工業除雪車（高速道路仕様）

北海道中央バス株式会社商品許諾申請中 東急バス株式会社商品許諾申請中Honda トゥデイ（黄色）

  

各¥693 (本体価格 ¥660)

■ 鉄道むすめ
　 トレインマークキーチェーン
1
発売予定

月

くるくる廻せる、もしも?のキャラ幕!?

全国級鉄道スタンプラリー「全国 “鉄道むすめ巡り”」第2弾が開催中!!
開催期間は2013年9月30日まで

各¥600
■ 全国鉄道むすめ巡り2nd

各¥630 (本体価格 ¥600)
■ 鉄道むすめ 名刺付きクリアファイルvol.2 2

発売予定
月

「鉄道むすめ」と名刺交換ができる!?
　　名刺がセットされたクリアファイル登場

各¥588 (本体価格 ¥560)
■ 鉄道むすめコンテナコレクションSP:02 3

発売予定
月

"鉄むすコンテナ"SP版第２弾が登場!!
ステーションポスター風の全面広告デザイン♪

全国で活躍する｢鉄道むすめ｣にゲストキャラクターを加えた『15キャラクター』の特製スタンプが各事
業者にて設置。全国の鉄道事業者を訪れて、特製スタンプを押しちゃおう!!
さらにスタンプ設置事業者では『全国"鉄道むすめ"巡り』と連動した限定商品として、鉄道むすめキャラ
クターの『ミニスタンプ』+『IDカード風バッチ』のセットを販売中。それぞれの事業者でしか手に入らな
い限定品です。スタンプ設置場所や限定品の販売場所などは公式HPでご確認いただけます。

TMT-001三陸鉄道
久慈ありす＆釜石まな

TMT-002上田電鉄
八木沢まい＆北条まどか

TMT-003銚子電気鉄道
外川つくし

参加

事業
者参加

事業
者

※IDカード風バッチの使用イメージ

全 国

15ヶ
所で

限定販
売

TOPICS
この他にも3月には「鉄道むすめステーションポスター vol.5」
も発売予定です。 くわしくは「鉄道むすめ公式web」で!!　
http://www.tetsudou-musume.net/

各¥2,310 (本体価格 ¥2,200)

3
発売予定

月

2
発売予定

月

AC201
U.S.AIR FORCE F-22ラプター
第422評価飛行隊(ネリス)

AC202
U.S.AIR FORCE F-22ラプター
第90戦闘飛行隊(エルメンドルフ)

■ F-22 ”ラプター” 第1弾

■ F-15 ”イーグル” 第7弾

1
発売予定

月

各¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
■ F-4 ”ファントムⅡ” 第3弾

各¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

2
発売予定

月

1
発売予定

月AC109
航空自衛隊 F-4EJ
第303飛行隊(小松）
1981年訓練用塗装

AC110
航空自衛隊 F-4EJ改
第8飛行隊(三沢)

AC111
航空自衛隊 F-4EJ
第305飛行隊(百里）
1982戦競

AC112
航空自衛隊 F-4EJ改
第301飛行隊(新田原)
1992戦競

AC26
航空自衛隊 F-15J/DJ
78年度調達機体(岐阜他)

※アイリスカバー付の
　ノズル付属
※JとDJのコンパチキット

AC27
U.S.AIR FORCE F-15A&ASAT
第6512試験飛行隊(エドワーズ)

※ASM-135付属！

AC28
航空自衛隊 F-15J
第303飛行隊(小松)
2003戦競

※930号機用と955機用の
　白龍の違いを表現した
　2種の胴体背面
　パーツ付属！

AC29
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 065号機

■ F-15 ”イーグル” 第8弾

4
発売予定

月

3
発売予定

月

1
発売予定

月
各¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

■ F-4オープンキャノピーセット ¥2,100
(本体価格 ¥2,000)

AC30
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 063号機

AC31
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 068号機

AC33
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 072号機

AC916

・F-4シリーズは地上でのエアコンの効きが弱
いため、空自機が地上待機時やタキシング中
にキャノピーを開けたままの姿をよく見かけ
ますが、その姿を手軽に再現できる、F-4の
オープン状態のキャノピーを4機分セットし
た彩色済みオプションパーツです。
・技MIX F-4シリーズのラインナップを考慮
し、空自F-4EJ、EJ改用には、旧塗装は基本色
のアンチグレアのあるライトグレー、新塗装は
制空迷彩のアンチグレアなしダークグレー、
洋上迷彩ダークブルー、RF-4E用には松葉色
系迷彩カラーを同梱。
・手彩色では難しいシーリングラインまでタ
ンポ印刷で再現していますのでお好みでスペ
シャルカラー機へ取り付けの際のタッチアッ
プ彩色用にもご使用いただけます。

※形状的には技MIX F-4シリーズ全てに対応して
いますが、スペシャルカラーの機体に取付けると
きは一部彩色が必要な場合があります。
※F-4戦闘機は別売です。

 ユニットB F-22用

■ ジェット推進ユニットA
¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

■ ジェット推進ユニットB
¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

■ フライトユニット
¥1,890 (本体価格 ¥1,800)

OP-05

OP-06

OP-03
※F-22は別売りです

 ユニットA F-4・F-15用

・付属の接点により、これまで出来なかった、増槽を介しての通電接続も
　可能になります。

※対応機種はF-15シリーズAC26以降、F-4シリーズAC109以降及びa表記
　付きのリニューアル版になります。
　それ以前の機体には取り付けられません。

F-22への取付例
※F-22は別売りです

小型モーター、極小ファン、LEDが一体化された新開発のジェット推進ユニッ
トを機体に組み込みフライトユニットに取り付けると、実機さながらにイン
テークから吸気、ノズルから排気することで自らの推力により旋回飛行しま
す。しかもノズル発光もあわせて再現します。

■ UH-1H/J 第3弾

■ ローター回転ユニット2個セット

HC109
陸上自衛隊 UH-1J
第7飛行隊(丘珠)
創隊50周年記念塗装機
スノーシュー装備

HC111
陸上自衛隊 UH-1J
中部方面ヘリコプター隊
第2飛行隊(八尾)
ヘリ映像伝送装置装備

HC110
陸上自衛隊 UH-1H
東部方面ヘリコプター隊
第1飛行隊(立川)
地雷散布装置付属

HC112
陸上自衛隊 UH-1H
西部方面ヘリコプター隊
第1飛行隊(目達原)
フロート付属

¥1,890 (本体価格 ¥1,800)

¥2,415 (本体価格 ¥2,300)

■ フライトユニット で旋回可能!! OP-03+OP-04
※ＵＨ-1Ｊは別売りです

「ジェット推進ユニット」に対応したF-15/F-4のリニューアル版が登場!!
■ F-15 J/DJ リニューアル
各¥2,730
(本体価格 ¥2,600)

1
発売予定

月

■ F-4 E/EJ リニューアル
各¥2,940
(本体価格 ¥2,800)

1
発売予定

月

AC05a
航空自衛隊 F-15J
第204飛行隊(百里)
F-15装備10周年記念塗装機

AC101a
航空自衛隊 F-4EJ
第305飛行隊(百里) 

AC103a
航空自衛隊 RF-4E
第501飛行隊(百里) 

AC102a
航空自衛隊 F-4EJ改
第301飛行隊(新田原) 

AC104a
航空自衛隊 RF-4EJ
第501飛行隊(百里)

AC06a
航空自衛隊 F-15DJ
第306飛行隊(小松)

AC09a
航空自衛隊 F-15J
飛行開発実験団（岐阜）
UAV塔載機

2
発売予定

月

3
発売予定

月¥3,150
(本体価格 ¥3,000)

AC32
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 071号機

【SP013】埼玉高速鉄道/運転士「川口みその」30フィートコンテナ

【SP014】上田電鉄/別所温泉駅駅長「八木沢まい」30フィートコンテナ

【SP015】富士急行/駅務係「大月みーな」30フィートコンテナ

【SP016】東京モノレール/駅務係「羽田あいる」30フィートコンテナ

【SP017】三和警備保障/駅構内警備員「中野みわ」30フィートコンテナ

【SP018】わたらせ渓谷鐵道/トロッコ列車車掌「足尾さきえ」30フィートコンテナ

【SP019】埼玉高速鉄道/運転士「川口みその」30フィートコンテナ

【SP020】上田電鉄/別所温泉駅駅長「八木沢まい」30フィートコンテナ

【SP021】富士急行/駅務係「大月みーな」30フィートコンテナ

【SP022】東京モノレール/駅務係「羽田あいる」30フィートコンテナ

【SP023】三和警備保障/駅構内警備員「中野みわ」30フィートコンテナ

【SP024】わたらせ渓谷鐵道/トロッコ列車車掌「足尾さきえ」30フィートコンテナ

ノーマル6種＋バリエーション6種＋シークレット1種＝全13種

007 十和田観光電鉄
 アテンダント/清水なぎさ

008 のと鉄道
 運転士/和倉ななお

009 わたらせ渓谷鐵道
 トロッコ列車車掌/足尾さきえ

010 上田電鉄
 別所温泉駅駅長/八木沢まい

011 富士急行
 河口湖駅駅務掛/大月みーな

012 広島電鉄
 運転士/鷹野みゆき
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塗装済み組立てキットの情景系アイテム。
農家や商店、樹木、人間、自転車、小物など
あらゆるものを商品化。 塗装済みのパーツを組合わせて 簡単に完成！

鉄道車両のディスプレイモデル。別売りの動力
ユニットを組み込めば走行も可能！
※走行にはNゲージレール及びパワーユニットが必要です。

注） ※ ■ …ブラインドパッケージ（中身がわからないランダム方式。何が出るかはお楽しみ！）
 ※ ■ …オープンパッケージ（中身がわかる方式。何を買うかはお客様次第！）

“ジオコレ”とは、バス・車・建物・樹木・フィギュアなどを実物の
Nゲージサイズ（1/150スケール）で忠実に再現したシリーズの総称ブランド。
コレクション性に加え、手軽にジオラマ造りが楽しめるのが特徴です。

味噌蔵ＡＢＣＤ、酒蔵Ｅ、ジオラマベースＣ、
特別付属品（フォーリッジ２種 : 橙、黄緑）

セット内容

■ 国鉄119系0番代（S編成登場時）2両セット ■ JR119系0番代するがシャトル（SS編成）2両セット

TM-17 動力ユニット20ｍ級用Ｂ2
　　　　¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

TT-03 走行用パーツセット（2両分：クロ）
　　　　¥840 (本体価格 ¥800)

オプション
適合表

　　　　¥525 (本体価格 ¥500)

　　　　¥840 (本体価格 ¥800)

　　　　¥1,050 (本体価格 ¥1,000)

TM-18 動力ユニット20m級D

〈0229〉パンタグラフPS23（2個入）

TT-05 走行用パーツセット（2両分：クロ）

TT-03 走行用パーツセット（2両分：クロ）

オプション適合表

TT-05 走行用パーツセット（2両分：クロ）
　　　　¥1,050 (本体価格 ¥1,000)

〈0224〉パンタグラフPS13（2個入）
　　　　¥735 (本体価格 ¥700)

〈0267  〉パンタグラフPS11（2個入）
　　　　¥735 (本体価格 ¥700)

各¥2,730 
(本体価格 ¥2,600)

■ スーパーマーケットA・B
 113/114

1
発売予定

月

各¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

■ 電波塔Ａ・B
 101/102

2
発売予定

月¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

■ トンネル
 013

2
発売予定

月

Ａ（白色壁）

Ｂ（茶色壁）

建物 , シール ,
小物 ( ゴミ箱 , カート )
・屋上看板、給水タンク　付属
・１Ｆ張り出し部は、
　着脱可能 (A,B 共通 )

セット内容

セット内容

A:マイクロ波中継用

※フィギュア２体のみ付属
　全６種から、ランダムに封入
　されます。（選べません）

B:携帯電話アンテナ

¥1,050
(本体価格 ¥1,000)

■ ジオラマボードA
 012

1
発売予定

月 ベースサイズ 約 15×15cm

サイズ 約 21×30cm

サイズ 約 31×22cm

サイズ 約 30×21cm

ベースサイズ 約 14×7cm

ミニジオラマ作例
ジオラマボード1枚

ミニジオラマ作例
ジオラマボード2枚

A:まかない処

■ 味噌蔵Ａ
　 ～店蔵・まかない処～
2
発売予定

月 ¥2,100
(本体価格 ¥2,000)

¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
2
発売予定

月2
発売予定

月

■ 国鉄40系仙石線２両セットＡ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

2
発売予定

月

¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

116

■ 味噌蔵B
　 ～仕込み蔵～
2
発売予定

月 ¥1,680
(本体価格 ¥1,600)

117

■ 味噌蔵C
　 ～貯蔵庫～
2
発売予定

月 ¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

118

■ 味噌蔵D
　 ～加工場・積み出し場～
2
発売予定

月 ¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

119

■ 味噌蔵セット 2
発売予定

月

¥16,590 (本体価格 ¥15,800)

120

■ ジオラマベースＣ
　 ～船着場のある醸造所～
2
発売予定

月 ¥7,140
(本体価格 ¥6,800)

ベースサイズ
約 4×8cm

A:店蔵
ベースサイズ
約 7×8cm B:仕込蔵

ベースサイズ
約 10×8cm

D:加工場・積出場　

JR東海承認申請中

ベースサイズ
約 15×7cm

ベースサイズ
約 30×21cm

C:貯蔵庫

　　　　¥525 (本体価格 ¥500)
〈0230〉パンタグラフPS16P（2個入）

クモハ119-7

TT-05
走行用パーツ

クモハ118-5TT-03
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0229〉
PS23
パンタグラフ

動力化しない場合は

TM-18
動力ユニット

クモハ119-10

TT-05
走行用パーツ

クハ118-4

〈0230〉
PS16P
パンタグラフ

〈0229〉
PS23
パンタグラフ

動力化しない場合はまたは

TM-18
動力ユニット

クモハ54109

クハ68086

TT-05
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0224〉
PS13
パンタグラフ

動力化しない
場合は

動力化しない
場合は

動力化しない
場合はTM-17

動力ユニット

■ 国鉄51系・40系飯田線２両セットＡ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

2
発売予定

月

クモハ54006

クハユニ56003

TT-05
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0267〉
PS11
パンタグラフ

TM-17
動力ユニット

■ 国鉄51系福塩線２両セットＡ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

2
発売予定

月

クモハ51043

クハ68038

TT-05
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0267〉
PS11
パンタグラフ

TM-17
動力ユニット

　　　　¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

　　　　¥840 (本体価格 ¥800)

　　　　¥525 (本体価格 ¥500)

TM-06 
　動力ユニット18m級用A

〈0238〉
PG16形パンタグラフ（2個入）

TT-03 走行用パーツセット
（2両分：クロ）

オプション適合表

　　　　¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

庄内交通（山形県） モハ8 京王帝都電鉄(東京都） デハ2400形 箱根登山鉄道（神奈川県） モハ3形

コンビナートＧ、送電鉄塔Ａ２、
コンビナートＤ（積み出し所）、
コンビナートＦ（配管櫓・パイプセット）、
特別付属品（追加パイプセット）

上田電鉄株式会社商品化許諾申請中 豊橋鉄道株式会社商品化許諾申請中

¥2,940 (本体価格 ¥2,800)2 
発売予定

月

■  　　　コンビナートG情景小物
099

2
発売予定

月

¥8,190
(本体価格 ¥7,800)

■  　　　ガスコンビナート拡張セット情景小物
100

ベースサイズ 
直径約10 ,高さ約12cm

¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

2
発売予定

月

■  　　　
　 送電鉄塔A2
情景小物

084-2

ベースサイズ 
約 5×10cm

ベースサイズ 約 15×15cm

ベースサイズ 約 15×15cm

※未塗装車両1両入り ※8両収納可能

オ
プ
シ
ョ
ン
適
合
表

各社商品化許諾申請中全10種+シークレット
■ 鉄道コレクション 第17弾 3

発売予定
月各¥840 (本体価格 ¥800) ■ 鉄道コレクション 第17弾専用ケース 3

発売予定
月

¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

¥735 (本体価格 ¥700)〈0267〉パンタグラフPS11（2個入） ¥525 (本体価格 ¥500)〈0230〉パンタグラフPS16P（2個入） 　　　　¥840 (本体価格 ¥800) ¥525 (本体価格 ¥500)〈0238〉パンタグラフPG16（2個入）
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-22 動力ユニット14m級用C ¥903 (本体価格 ¥860)TT-03R Nゲージ走行用パーツセット 　　　　¥840 (本体価格 ¥800) ¥735 (本体価格 ¥700)〈0224〉パンタグラフPS13（2個入） 
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-19 動力ユニット15m級用A2 ¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-20 動力ユニット15m級用C 　　　　¥840 (本体価格 ¥800)¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-21 動力ユニット14m級用A

オ
プ
シ
ョ
ン
適
合
表 ¥525 (本体価格 ¥500)〈0238〉PG16形パンタグラフ（2個入）

¥840 (本体価格 ¥800)TT-03 走行用パーツセット（2両分：クロ）
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-06 動力ユニット18m級用A

¥3,150 (本体価格 ¥3,000)TM-TR01 鉄コレ動力 路面電車用

■ 上田電鉄7200系２両セットＡ 3
発売予定

月
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

■ 豊橋鉄道1800系３両セットＡ 3
発売予定

月¥3,780 (本体価格 ¥3,600)

■ 秩父鉄道1000系旧塗装冷改車
　 （1007編成）3両セット

3
発売予定

月 ¥3,780 (本体価格 ¥3,600)

■ 広島電鉄350形Ａ（352号車）
3
発売予定

月 ¥1,680 (本体価格 ¥1,600)

デハ7200

クハ7500

モ１８００

モ１８１０

ク２８００

上田交通（長野県） モハ5250型 京福電気鉄道（福井県） ホデハ260形 京阪電気鉄道大津線（滋賀県） 350型

京阪電気鉄道大津線（京都府・滋賀県） 600型2次車 京阪電気鉄道大津線（京都府・滋賀県） 600型2次車 高松琴平電気鉄道（香川県） 1000形

高松琴平電気鉄道（香川県） 3000形

広島電鉄350形（352号車）

オプション適合表
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-08 動力ユニット20m級用A ¥525 (本体価格 ¥500)〈0230〉パンタグラフPS16P(2個入)

¥840 (本体価格 ¥800)TT-03 Nゲージ走行用パーツセットオプション適合表
デハ1107 クハ1207

デハ1007

■ ■ 国鉄101系運転台型コントローラーDX

■ ■ 運転台型コントローラーDXグレードアップセット

3
発売予定

月

¥4,095 (本体価格 ¥3,900)3
発売予定

月

¥26,040
(本体価格 ¥24,800)

※木製のブレーキハンドルと懐中時計のセット
です。コントローラーＤＸ専用です。懐中時計は
前回製品のコントローラーには使用できませ
ん。
※懐中時計はダイキャスト製。時を刻み、専用ス
トラップが付属します。
※よりリアルな運転遊びをお楽しみください！

1.出力について
　・フィーダー出力は最大12Ｖ　0.8Ａとなります。・電動ポイント用電源　及び　信号機などのＴＣＳ用電源出力はありません。
　　（電動ポイント用電源及びＴＣＳ用電源出力が必要な場合は、ＴＯＭＩＸ＜5507＞ＴＣＳパワーユニット Ｎ600などをご使用ください。）
2.運転方法について
　・動力車による起動電圧が異なる場合、本体側面の出力調整ダイヤルを回して調整してください。
3.走行について
　・本製品は弊社商品「鉄道コレクション」の動力ユニットを組み込んだ車輌を走行させる専用品です。
　・本製品はトミックスレールにのみ対応しています。レールとの接続にはＤ.Ｃフィーダーが付属します。
　・徐々に加速するため低速進入時に、ポイントなどの無電の区間がある場合には止まってしまう可能性があります。
　・製品の特性上、従来のコントローラーに比べレールや車輪が汚れやすくなっておりますので、走行前には必ずレールクリーナー　
　　（ＴＯＭＩＸ<6401>）で汚れを取ってください。
　・製品の特性上、複雑な線路配置や長大なレイアウトには適しておりません。
4.サウンドについて
　・走行音、汽笛音、ブレーキ音、ドア開閉音がお楽しみいただけます。・ドア開閉は停車中のみ操作できます。音も操作に連動します。
　・加速時やブレーキ操作時、メーターが動く際にメーターの動作音が致しますが、製品上の仕様となっておりますのでご了承願います。

難しい配線はありません！

速度調整ダイヤルにて動力車の
走り出しの微調整を可能に！

パイロットランプの点灯タイミングを
リアルに再現！

各ユニットの一体化
※ドア開閉器は除く。
今回はマスコン・ブレーキセット、メーター・
ドア開閉器セットの設定はございません。

リアルなブレーキ操作感を再現！

ダブル音声IC採用により、走行
音と汽笛が同時に鳴動！

スピードメーターに照明を付け、
実車の雰囲気を再現！

艶あり塗装で実車らしさを演出！
製品仕様のご案内

主な改良点

JR東日本･JR西日本商品化許諾申請中

秩父鉄道株式会社商品化許諾申請中

広島電鉄株式会社商品化許諾申請中

あの運転台型コントローラーが
　　　　　　　　　　　DX版になって登場!!
あの運転台型コントローラーが
　　　　　　　　　　　DX版になって登場!!
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彩色済み組み立てキット“技MIX”。1/144スケールという手のひらサイズながら、精密なパーツ・カラーリングが魅力的なシリーズです。
今期は人気の洋上迷彩を施したF-4をはじめ、F-15ファンの間では語り草となっているキラー衛星撃墜用ミサイルを装備したF-15Aも登
場します。今後も続々とラインナップを拡大予定です。

144

鉄道コレクション 動力ユニット

塗装済み完成品(一部付属パーツあり)の乗用系アイテム。

大型車両から小型乗用車まで様々な年代の自動車をラインナップ。

©2005TOMYTEC/イラスト:みぶなつき･宙花こより･MATSUDA98/上田電鉄･埼玉高速鉄道･三和警備保障･東京モノレール･わたらせ渓谷鐵道･銚子電気鉄道･青い森鉄道･大井川鐵道･京王電鉄･弘南鉄道･三陸鉄道･東武鉄道･富山ライトレール･十和田観光･のと鉄道･函館市企業局交通部･広島電鉄･富士急行、各事業者商品化許諾申請中/(C)上田市
※「「壬生えみこ」は東武鉄道株式会社の許諾を得て展開しています、おもちゃのまち活性化キャラクターです。今回はゲストキャラクターとして、全国"鉄道むすめ"巡りに参加しています。　※「姫宮なな」は東武鉄道株式会社のオリジナルキャラクターです。今回はゲストキャラクターとして、全国"鉄道むすめ"巡りに参加しています。 Produced under license from Boeing Management Company. MCDONNELL DOUGLAS & F-4, F-15 are among the trademarks owned by Boeing. A license programme of Ingram Co.,ltd. Japan 原型制作協力:（株）ハセガワ

LOCKHEED MARTIN, F-22 Raptor, associated emblems and logos, and body designs of vehicles　are either registered trademarks or trademarks of Lockheed Martin Corporation in the USA and/or other jurisdictions, used under license by TOMYTEC Co., Ltd.

■ ザ・トラックコレクション 第8弾 各¥840 (本体価格 ¥800)各社商品化許諾申請中 1
発売予定

月 ■ ザ･カーコレクションvol.15
各¥609 (本体価格 ¥580)

3
発売予定

月
（1セット2台入り） ノーマル12種 + シークレット 4種 

■ ザ・カーコレクション基本セットK1
¥1,554 (本体価格 ¥1,480)

2
発売予定

月 ■ 日野ブルーリボンP-RU638BB
　 北海道中央バス

¥4,200
(本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

■ 日野ブルーリボンP-RU638BB
　 東急バス
¥4,200
(本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

日産ティアナ

トヨタ クラウン

トヨタ エスティマ

トヨタ アルファード

「OP03 フライトユニット」との
組合せで旋回飛行が可能に!!

085 いすゞTXD-A
タンクローリー

090 いすゞTWD/HTW
ダンプ

091 いすゞTWD/HTW
クレーン付平荷台

086 いすゞTXD-A
日本通運

087 自衛隊21/2
カーゴトラック

089 いすゞTSD/HTS
岩崎工業除雪車

088 いすゞTSD/TSG
消防車

092 自衛隊74式
特大型トラック

093 自衛隊74式
特大型トラック重レッカ

094 日産ディーゼル
ビッグサム レッカー車

095 ＵＤトラックスクオン
岩崎工業除雪車（一般道仕様）

ダイハツ 
ハイゼットカーゴ
（ダスキン）スズキ ワゴンR（紺） 三菱 i-MiEV （銀/白）

096 ＵＤトラックスクオン
岩崎工業除雪車（高速道路仕様）

北海道中央バス株式会社商品許諾申請中 東急バス株式会社商品許諾申請中Honda トゥデイ（黄色）

  

各¥693 (本体価格 ¥660)

■ 鉄道むすめ
　 トレインマークキーチェーン
1
発売予定

月

くるくる廻せる、もしも?のキャラ幕!?

全国級鉄道スタンプラリー「全国 “鉄道むすめ巡り”」第2弾が開催中!!
開催期間は2013年9月30日まで

各¥600
■ 全国鉄道むすめ巡り2nd

各¥630 (本体価格 ¥600)
■ 鉄道むすめ 名刺付きクリアファイルvol.2 2

発売予定
月

「鉄道むすめ」と名刺交換ができる!?
　　名刺がセットされたクリアファイル登場

各¥588 (本体価格 ¥560)
■ 鉄道むすめコンテナコレクションSP:02 3

発売予定
月

"鉄むすコンテナ"SP版第２弾が登場!!
ステーションポスター風の全面広告デザイン♪

全国で活躍する｢鉄道むすめ｣にゲストキャラクターを加えた『15キャラクター』の特製スタンプが各事
業者にて設置。全国の鉄道事業者を訪れて、特製スタンプを押しちゃおう!!
さらにスタンプ設置事業者では『全国"鉄道むすめ"巡り』と連動した限定商品として、鉄道むすめキャラ
クターの『ミニスタンプ』+『IDカード風バッチ』のセットを販売中。それぞれの事業者でしか手に入らな
い限定品です。スタンプ設置場所や限定品の販売場所などは公式HPでご確認いただけます。

TMT-001三陸鉄道
久慈ありす＆釜石まな

TMT-002上田電鉄
八木沢まい＆北条まどか

TMT-003銚子電気鉄道
外川つくし

参加参加

※IDカード風バッチの使用イメージ

全 国

15ヶ
所で

限定販
売

TOPICS
この他にも3月には「鉄道むすめステーションポスター vol.5」
も発売予定です。 くわしくは「鉄道むすめ公式web」で!!　
http://www.tetsudou-musume.net/

各¥2,310 (本体価格 ¥2,200)

3
発売予定

月

2
発売予定

月

AC201
U.S.AIR FORCE F-22ラプター
第422評価飛行隊(ネリス)

AC202
U.S.AIR FORCE F-22ラプター
第90戦闘飛行隊(エルメンドルフ)

■ F-22 ”ラプター” 第1弾

■ F-15 ”イーグル” 第7弾

1
発売予定

月

各¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
■ F-4 ”ファントムⅡ” 第3弾

各¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

2
発売予定

月

1
発売予定

月AC109
航空自衛隊 F-4EJ
第303飛行隊(小松）
1981年訓練用塗装

AC110
航空自衛隊 F-4EJ改
第8飛行隊(三沢)

AC111
航空自衛隊 F-4EJ
第305飛行隊(百里）
1982戦競

AC112
航空自衛隊 F-4EJ改
第301飛行隊(新田原)
1992戦競

AC26
航空自衛隊 F-15J/DJ
78年度調達機体(岐阜他)

※アイリスカバー付の
　ノズル付属
※JとDJのコンパチキット

AC27
U.S.AIR FORCE F-15A&ASAT
第6512試験飛行隊(エドワーズ)

※ASM-135付属！

AC28
航空自衛隊 F-15J
第303飛行隊(小松)
2003戦競

※930号機用と955機用の
　白龍の違いを表現した
　2種の胴体背面
　パーツ付属！

AC29
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 065号機

■ F-15 ”イーグル” 第8弾

4
発売予定

月

3
発売予定

月

1
発売予定

月
各¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

■ F-4オープンキャノピーセット ¥2,100
(本体価格 ¥2,000)

AC30
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 063号機

AC31
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 068号機

AC33
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 072号機

AC916

・F-4シリーズは地上でのエアコンの効きが弱
いため、空自機が地上待機時やタキシング中
にキャノピーを開けたままの姿をよく見かけ
ますが、その姿を手軽に再現できる、F-4の
オープン状態のキャノピーを4機分セットし
た彩色済みオプションパーツです。
・技MIX F-4シリーズのラインナップを考慮
し、空自F-4EJ、EJ改用には、旧塗装は基本色
のアンチグレアのあるライトグレー、新塗装は
制空迷彩のアンチグレアなしダークグレー、
洋上迷彩ダークブルー、RF-4E用には松葉色
系迷彩カラーを同梱。
・手彩色では難しいシーリングラインまでタ
ンポ印刷で再現していますのでお好みでスペ
シャルカラー機へ取り付けの際のタッチアッ
プ彩色用にもご使用いただけます。

※形状的には技MIX F-4シリーズ全てに対応して
いますが、スペシャルカラーの機体に取付けると
きは一部彩色が必要な場合があります。
※F-4戦闘機は別売です。

 ユニットB F-22用

■ ジェット推進ユニットA
¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

■ ジェット推進ユニットB
¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

■ フライトユニット
¥1,890 (本体価格 ¥1,800)

OP-05

OP-06

OP-03
※F-22は別売りです

 ユニットA F-4・F-15用

・付属の接点により、これまで出来なかった、増槽を介しての通電接続も
　可能になります。

※対応機種はF-15シリーズAC26以降、F-4シリーズAC109以降及びa表記
　付きのリニューアル版になります。
　それ以前の機体には取り付けられません。

F-22への取付例
※F-22は別売りです

小型モーター、極小ファン、LEDが一体化された新開発のジェット推進ユニッ
トを機体に組み込みフライトユニットに取り付けると、実機さながらにイン
テークから吸気、ノズルから排気することで自らの推力により旋回飛行しま
す。しかもノズル発光もあわせて再現します。

■ UH-1H/J 第3弾

■ ローター回転ユニット2個セット

HC109
陸上自衛隊 UH-1J
第7飛行隊(丘珠)
創隊50周年記念塗装機
スノーシュー装備

HC111
陸上自衛隊 UH-1J
中部方面ヘリコプター隊
第2飛行隊(八尾)
ヘリ映像伝送装置装備

HC110
陸上自衛隊 UH-1H
東部方面ヘリコプター隊
第1飛行隊(立川)
地雷散布装置付属

HC112
陸上自衛隊 UH-1H
西部方面ヘリコプター隊
第1飛行隊(目達原)
フロート付属

¥1,890 (本体価格 ¥1,800)

¥2,415 (本体価格 ¥2,300)

■ フライトユニット で旋回可能!! OP-03+OP-04
※ＵＨ-1Ｊは別売りです

「ジェット推進ユニット」に対応したF-15/F-4のリニューアル版が登場!!
■ F-15 J/DJ リニューアル
各¥2,730
(本体価格 ¥2,600)

1
発売予定

月

■ F-4 E/EJ リニューアル
各¥2,940
(本体価格 ¥2,800)

1
発売予定

月

AC05a
航空自衛隊 F-15J
第204飛行隊(百里)
F-15装備10周年記念塗装機

AC101a
航空自衛隊 F-4EJ
第305飛行隊(百里) 

AC103a
航空自衛隊 RF-4E
第501飛行隊(百里) 

AC102a
航空自衛隊 F-4EJ改
第301飛行隊(新田原) 

AC104a
航空自衛隊 RF-4EJ
第501飛行隊(百里)

AC06a
航空自衛隊 F-15DJ
第306飛行隊(小松)

AC09a
航空自衛隊 F-15J
飛行開発実験団（岐阜）
UAV塔載機

2
発売予定

月

3
発売予定

月¥3,150
(本体価格 ¥3,000)

AC32
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 071号機

【SP013】埼玉高速鉄道/運転士「川口みその」30フィートコンテナ

【SP014】上田電鉄/別所温泉駅駅長「八木沢まい」30フィートコンテナ

【SP015】富士急行/駅務係「大月みーな」30フィートコンテナ

【SP016】東京モノレール/駅務係「羽田あいる」30フィートコンテナ

【SP017】三和警備保障/駅構内警備員「中野みわ」30フィートコンテナ

【SP018】わたらせ渓谷鐵道/トロッコ列車車掌「足尾さきえ」30フィートコンテナ

【SP019】埼玉高速鉄道/運転士「川口みその」30フィートコンテナ

【SP020】上田電鉄/別所温泉駅駅長「八木沢まい」30フィートコンテナ

【SP021】富士急行/駅務係「大月みーな」30フィートコンテナ

【SP022】東京モノレール/駅務係「羽田あいる」30フィートコンテナ

【SP023】三和警備保障/駅構内警備員「中野みわ」30フィートコンテナ

【SP024】わたらせ渓谷鐵道/トロッコ列車車掌「足尾さきえ」30フィートコンテナ

ノーマル6種＋バリエーション6種＋シークレット1種＝全13種

007 十和田観光電鉄
 アテンダント/清水なぎさ

008 のと鉄道
 運転士/和倉ななお

009 わたらせ渓谷鐵道
 トロッコ列車車掌/足尾さきえ

010 上田電鉄
 別所温泉駅駅長/八木沢まい

011 富士急行
 河口湖駅駅務掛/大月みーな

012 広島電鉄
 運転士/鷹野みゆき

6 7
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塗装済み組立てキットの情景系アイテム。
農家や商店、樹木、人間、自転車、小物など
あらゆるものを商品化。 塗装済みのパーツを組合わせて 簡単に完成！

鉄道車両のディスプレイモデル。別売りの動力
ユニットを組み込めば走行も可能！
※走行にはNゲージレール及びパワーユニットが必要です。

注） ※ ■ …ブラインドパッケージ（中身がわからないランダム方式。何が出るかはお楽しみ！）
 ※ ■ …オープンパッケージ（中身がわかる方式。何を買うかはお客様次第！）

“ジオコレ”とは、バス・車・建物・樹木・フィギュアなどを実物の
Nゲージサイズ（1/150スケール）で忠実に再現したシリーズの総称ブランド。
コレクション性に加え、手軽にジオラマ造りが楽しめるのが特徴です。

味噌蔵ＡＢＣＤ、酒蔵Ｅ、ジオラマベースＣ、
特別付属品（フォーリッジ２種 : 橙、黄緑）

セット内容

■ 国鉄119系0番代（S編成登場時）2両セット ■ JR119系0番代するがシャトル（SS編成）2両セット

TM-17 動力ユニット20ｍ級用Ｂ2
　　　　¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

TT-03 走行用パーツセット（2両分：クロ）
　　　　¥840 (本体価格 ¥800)

オプション
適合表

　　　　¥525 (本体価格 ¥500)

　　　　¥840 (本体価格 ¥800)

　　　　¥1,050 (本体価格 ¥1,000)

TM-18 動力ユニット20m級D

〈0229〉パンタグラフPS23（2個入）

TT-05 走行用パーツセット（2両分：クロ）

TT-03 走行用パーツセット（2両分：クロ）

オプション適合表

TT-05 走行用パーツセット（2両分：クロ）
　　　　¥1,050 (本体価格 ¥1,000)

〈0224〉パンタグラフPS13（2個入）
　　　　¥735 (本体価格 ¥700)

〈0267  〉パンタグラフPS11（2個入）
　　　　¥735 (本体価格 ¥700)

各¥2,730 
(本体価格 ¥2,600)

■ スーパーマーケットA・B
 113/114

1
発売予定

月

各¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

■ 電波塔Ａ・B
 101/102

2
発売予定

月¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

■ トンネル
 013

2
発売予定

月

Ａ（白色壁）

Ｂ（茶色壁）

建物 , シール ,
小物 ( ゴミ箱 , カート )
・屋上看板、給水タンク　付属
・１Ｆ張り出し部は、
　着脱可能 (A,B 共通 )

セット内容

セット内容

A:マイクロ波中継用

※フィギュア２体のみ付属
　全６種から、ランダムに封入
　されます。（選べません）

B:携帯電話アンテナ

¥1,050
(本体価格 ¥1,000)

■ ジオラマボードA
 012

1
発売予定

月 ベースサイズ 約 15×15cm

サイズ 約 21×30cm

サイズ 約 31×22cm

サイズ 約 30×21cm

ベースサイズ 約 14×7cm

ミニジオラマ作例
ジオラマボード1枚

ミニジオラマ作例
ジオラマボード2枚

A:まかない処

■ 味噌蔵Ａ
　 ～店蔵・まかない処～
2
発売予定

月 ¥2,100
(本体価格 ¥2,000)

¥2,520 (本体価格 ¥2,400)
2
発売予定

月2
発売予定

月

■ 国鉄40系仙石線２両セットＡ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

2
発売予定

月

¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

116

■ 味噌蔵B
　 ～仕込み蔵～
2
発売予定

月 ¥1,680
(本体価格 ¥1,600)

117

■ 味噌蔵C
　 ～貯蔵庫～
2
発売予定

月 ¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

118

■ 味噌蔵D
　 ～加工場・積み出し場～
2
発売予定

月 ¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

119

■ 味噌蔵セット 2
発売予定

月

¥16,590 (本体価格 ¥15,800)

120

■ ジオラマベースＣ
　 ～船着場のある醸造所～
2
発売予定

月 ¥7,140
(本体価格 ¥6,800)

ベースサイズ
約 4×8cm

A:店蔵
ベースサイズ
約 7×8cm B:仕込蔵

ベースサイズ
約 10×8cm

D:加工場・積出場　

JR東海承認申請中

ベースサイズ
約 15×7cm

ベースサイズ
約 30×21cm

C:貯蔵庫

　　　　¥525 (本体価格 ¥500)
〈0230〉パンタグラフPS16P（2個入）

クモハ119-7

TT-05
走行用パーツ

クモハ118-5TT-03
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0229〉
PS23
パンタグラフ

動力化しない場合は

TM-18
動力ユニット

クモハ119-10

TT-05
走行用パーツ

クハ118-4

〈0230〉
PS16P
パンタグラフ

〈0229〉
PS23
パンタグラフ

動力化しない場合はまたは

TM-18
動力ユニット

クモハ54109

クハ68086

TT-05
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0224〉
PS13
パンタグラフ

動力化しない
場合は

動力化しない
場合は

動力化しない
場合はTM-17

動力ユニット

■ 国鉄51系・40系飯田線２両セットＡ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

2
発売予定

月

クモハ54006

クハユニ56003

TT-05
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0267〉
PS11
パンタグラフ

TM-17
動力ユニット

■ 国鉄51系福塩線２両セットＡ
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

2
発売予定

月

クモハ51043

クハ68038

TT-05
走行用パーツ

TT-03
走行用パーツ

〈0267〉
PS11
パンタグラフ

TM-17
動力ユニット

　　　　¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

　　　　¥840 (本体価格 ¥800)

　　　　¥525 (本体価格 ¥500)

TM-06 
　動力ユニット18m級用A

〈0238〉
PG16形パンタグラフ（2個入）

TT-03 走行用パーツセット
（2両分：クロ）

オプション適合表

　　　　¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

庄内交通（山形県） モハ8 京王帝都電鉄(東京都） デハ2400形 箱根登山鉄道（神奈川県） モハ3形

コンビナートＧ、送電鉄塔Ａ２、
コンビナートＤ（積み出し所）、
コンビナートＦ（配管櫓・パイプセット）、
特別付属品（追加パイプセット）

上田電鉄株式会社商品化許諾申請中 豊橋鉄道株式会社商品化許諾申請中

¥2,940 (本体価格 ¥2,800)2 
発売予定

月

■  　　　コンビナートG情景小物
099

2
発売予定

月

¥8,190
(本体価格 ¥7,800)

■  　　　ガスコンビナート拡張セット情景小物
100

ベースサイズ 
直径約10 ,高さ約12cm

¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

2
発売予定

月

■  　　　
　 送電鉄塔A2
情景小物

084-2

ベースサイズ 
約 5×10cm

ベースサイズ 約 15×15cm

ベースサイズ 約 15×15cm

※未塗装車両1両入り ※8両収納可能

オ
プ
シ
ョ
ン
適
合
表

各社商品化許諾申請中全10種+シークレット
■ 鉄道コレクション 第17弾 3

発売予定
月各¥840 (本体価格 ¥800) ■ 鉄道コレクション 第17弾専用ケース 3

発売予定
月

¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

¥735 (本体価格 ¥700)〈0267〉パンタグラフPS11（2個入） ¥525 (本体価格 ¥500)〈0230〉パンタグラフPS16P（2個入） 　　　　¥840 (本体価格 ¥800) ¥525 (本体価格 ¥500)〈0238〉パンタグラフPG16（2個入）
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-22 動力ユニット14m級用C ¥903 (本体価格 ¥860)TT-03R Nゲージ走行用パーツセット 　　　　¥840 (本体価格 ¥800) ¥735 (本体価格 ¥700)〈0224〉パンタグラフPS13（2個入） 
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-19 動力ユニット15m級用A2 ¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-20 動力ユニット15m級用C 　　　　¥840 (本体価格 ¥800)¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-21 動力ユニット14m級用A

オ
プ
シ
ョ
ン
適
合
表 ¥525 (本体価格 ¥500)〈0238〉PG16形パンタグラフ（2個入）

¥840 (本体価格 ¥800)TT-03 走行用パーツセット（2両分：クロ）
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-06 動力ユニット18m級用A

¥3,150 (本体価格 ¥3,000)TM-TR01 鉄コレ動力 路面電車用

■ 上田電鉄7200系２両セットＡ 3
発売予定

月
¥2,520 (本体価格 ¥2,400)

■ 豊橋鉄道1800系３両セットＡ 3
発売予定

月¥3,780 (本体価格 ¥3,600)

■ 秩父鉄道1000系旧塗装冷改車
　 （1007編成）3両セット

3
発売予定

月 ¥3,780 (本体価格 ¥3,600)

■ 広島電鉄350形Ａ（352号車）
3
発売予定

月 ¥1,680 (本体価格 ¥1,600)

デハ7200

クハ7500

モ１８００

モ１８１０

ク２８００

上田交通（長野県） モハ5250型 京福電気鉄道（福井県） ホデハ260形 京阪電気鉄道大津線（滋賀県） 350型

京阪電気鉄道大津線（京都府・滋賀県） 600型2次車 京阪電気鉄道大津線（京都府・滋賀県） 600型2次車 高松琴平電気鉄道（香川県） 1000形

高松琴平電気鉄道（香川県） 3000形

広島電鉄350形（352号車）

オプション適合表
¥2,940 (本体価格 ¥2,800)TM-08 動力ユニット20m級用A ¥525 (本体価格 ¥500)〈0230〉パンタグラフPS16P(2個入)

¥840 (本体価格 ¥800)TT-03 Nゲージ走行用パーツセットオプション適合表
デハ1107 クハ1207

デハ1007

■ ■ 国鉄101系運転台型コントローラーDX

■ ■ 運転台型コントローラーDXグレードアップセット

3
発売予定

月

¥4,095 (本体価格 ¥3,900)3
発売予定

月

¥26,040
(本体価格 ¥24,800)

※木製のブレーキハンドルと懐中時計のセット
です。コントローラーＤＸ専用です。懐中時計は
前回製品のコントローラーには使用できませ
ん。
※懐中時計はダイキャスト製。時を刻み、専用ス
トラップが付属します。
※よりリアルな運転遊びをお楽しみください！

1.出力について
　・フィーダー出力は最大12Ｖ　0.8Ａとなります。・電動ポイント用電源　及び　信号機などのＴＣＳ用電源出力はありません。
　　（電動ポイント用電源及びＴＣＳ用電源出力が必要な場合は、ＴＯＭＩＸ＜5507＞ＴＣＳパワーユニット Ｎ600などをご使用ください。）
2.運転方法について
　・動力車による起動電圧が異なる場合、本体側面の出力調整ダイヤルを回して調整してください。
3.走行について
　・本製品は弊社商品「鉄道コレクション」の動力ユニットを組み込んだ車輌を走行させる専用品です。
　・本製品はトミックスレールにのみ対応しています。レールとの接続にはＤ.Ｃフィーダーが付属します。
　・徐々に加速するため低速進入時に、ポイントなどの無電の区間がある場合には止まってしまう可能性があります。
　・製品の特性上、従来のコントローラーに比べレールや車輪が汚れやすくなっておりますので、走行前には必ずレールクリーナー　
　　（ＴＯＭＩＸ<6401>）で汚れを取ってください。
　・製品の特性上、複雑な線路配置や長大なレイアウトには適しておりません。
4.サウンドについて
　・走行音、汽笛音、ブレーキ音、ドア開閉音がお楽しみいただけます。・ドア開閉は停車中のみ操作できます。音も操作に連動します。
　・加速時やブレーキ操作時、メーターが動く際にメーターの動作音が致しますが、製品上の仕様となっておりますのでご了承願います。

難しい配線はありません！

速度調整ダイヤルにて動力車の
走り出しの微調整を可能に！

パイロットランプの点灯タイミングを
リアルに再現！

各ユニットの一体化
※ドア開閉器は除く。
今回はマスコン・ブレーキセット、メーター・
ドア開閉器セットの設定はございません。

リアルなブレーキ操作感を再現！

ダブル音声IC採用により、走行
音と汽笛が同時に鳴動！

スピードメーターに照明を付け、
実車の雰囲気を再現！

艶あり塗装で実車らしさを演出！
製品仕様のご案内

主な改良点

JR東日本･JR西日本商品化許諾申請中

秩父鉄道株式会社商品化許諾申請中

広島電鉄株式会社商品化許諾申請中

あの運転台型コントローラーが
　　　　　　　　　　　DX版になって登場!!
あの運転台型コントローラーが
　　　　　　　　　　　DX版になって登場!!

4 5

彩色済み組み立てキット“技MIX”。1/144スケールという手のひらサイズながら、精密なパーツ・カラーリングが魅力的なシリーズです。
今期は人気の洋上迷彩を施したF-4をはじめ、F-15ファンの間では語り草となっているキラー衛星撃墜用ミサイルを装備したF-15Aも登
場します。今後も続々とラインナップを拡大予定です。

144

鉄道コレクション 動力ユニット

塗装済み完成品(一部付属パーツあり)の乗用系アイテム。

大型車両から小型乗用車まで様々な年代の自動車をラインナップ。

©2005TOMYTEC/イラスト:みぶなつき･宙花こより･MATSUDA98/上田電鉄･埼玉高速鉄道･三和警備保障･東京モノレール･わたらせ渓谷鐵道･銚子電気鉄道･青い森鉄道･大井川鐵道･京王電鉄･弘南鉄道･三陸鉄道･東武鉄道･富山ライトレール･十和田観光･のと鉄道･函館市企業局交通部･広島電鉄･富士急行、各事業者商品化許諾申請中/(C)上田市
※「「壬生えみこ」は東武鉄道株式会社の許諾を得て展開しています、おもちゃのまち活性化キャラクターです。今回はゲストキャラクターとして、全国"鉄道むすめ"巡りに参加しています。　※「姫宮なな」は東武鉄道株式会社のオリジナルキャラクターです。今回はゲストキャラクターとして、全国"鉄道むすめ"巡りに参加しています。 Produced under license from Boeing Management Company. MCDONNELL DOUGLAS & F-4, F-15 are among the trademarks owned by Boeing. A license programme of Ingram Co.,ltd. Japan 原型制作協力:（株）ハセガワ

LOCKHEED MARTIN, F-22 Raptor, associated emblems and logos, and body designs of vehicles　are either registered trademarks or trademarks of Lockheed Martin Corporation in the USA and/or other jurisdictions, used under license by TOMYTEC Co., Ltd.

■ ザ・トラックコレクション 第8弾 各¥840 (本体価格 ¥800)各社商品化許諾申請中 1
発売予定

月 ■ ザ･カーコレクションvol.15
各¥609 (本体価格 ¥580)

3
発売予定

月
（1セット2台入り） ノーマル12種 + シークレット 4種 

■ ザ・カーコレクション基本セットK1
¥1,554 (本体価格 ¥1,480)

2
発売予定

月 ■ 日野ブルーリボンP-RU638BB
　 北海道中央バス

¥4,200
(本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

■ 日野ブルーリボンP-RU638BB
　 東急バス
¥4,200
(本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

日産ティアナ

トヨタ クラウン

トヨタ エスティマ

トヨタ アルファード

「OP03 フライトユニット」との
組合せで旋回飛行が可能に!!

085 いすゞTXD-A
タンクローリー

090 いすゞTWD/HTW
ダンプ

091 いすゞTWD/HTW
クレーン付平荷台

086 いすゞTXD-A
日本通運

087 自衛隊21/2
カーゴトラック

089 いすゞTSD/HTS
岩崎工業除雪車

088 いすゞTSD/TSG
消防車

092 自衛隊74式
特大型トラック

093 自衛隊74式
特大型トラック重レッカ

094 日産ディーゼル
ビッグサム レッカー車

095 ＵＤトラックスクオン
岩崎工業除雪車（一般道仕様）

ダイハツ 
ハイゼットカーゴ
（ダスキン）スズキ ワゴンR（紺） 三菱 i-MiEV （銀/白）

096 ＵＤトラックスクオン
岩崎工業除雪車（高速道路仕様）

北海道中央バス株式会社商品許諾申請中 東急バス株式会社商品許諾申請中Honda トゥデイ（黄色）

  

各¥693 (本体価格 ¥660)

■ 鉄道むすめ
　 トレインマークキーチェーン
1
発売予定

月

くるくる廻せる、もしも?のキャラ幕!?

全国級鉄道スタンプラリー「全国 “鉄道むすめ巡り”」第2弾が開催中!!
開催期間は2013年9月30日まで

各¥600
■ 全国鉄道むすめ巡り2nd

各¥630 (本体価格 ¥600)
■ 鉄道むすめ 名刺付きクリアファイルvol.2 2

発売予定
月

「鉄道むすめ」と名刺交換ができる!?
　　名刺がセットされたクリアファイル登場

各¥588 (本体価格 ¥560)
■ 鉄道むすめコンテナコレクションSP:02 3

発売予定
月

"鉄むすコンテナ"SP版第２弾が登場!!
ステーションポスター風の全面広告デザイン♪

全国で活躍する｢鉄道むすめ｣にゲストキャラクターを加えた『15キャラクター』の特製スタンプが各事
業者にて設置。全国の鉄道事業者を訪れて、特製スタンプを押しちゃおう!!
さらにスタンプ設置事業者では『全国"鉄道むすめ"巡り』と連動した限定商品として、鉄道むすめキャラ
クターの『ミニスタンプ』+『IDカード風バッチ』のセットを販売中。それぞれの事業者でしか手に入らな
い限定品です。スタンプ設置場所や限定品の販売場所などは公式HPでご確認いただけます。

TMT-001三陸鉄道
久慈ありす＆釜石まな

TMT-002上田電鉄
八木沢まい＆北条まどか

TMT-003銚子電気鉄道
外川つくし

参加参加

※IDカード風バッチの使用イメージ

全 国

15ヶ
所で

限定販
売

TOPICS
この他にも3月には「鉄道むすめステーションポスター vol.5」
も発売予定です。 くわしくは「鉄道むすめ公式web」で!!　
http://www.tetsudou-musume.net/

各¥2,310 (本体価格 ¥2,200)

3
発売予定

月

2
発売予定

月

AC201
U.S.AIR FORCE F-22ラプター
第422評価飛行隊(ネリス)

AC202
U.S.AIR FORCE F-22ラプター
第90戦闘飛行隊(エルメンドルフ)

■ F-22 ”ラプター” 第1弾

■ F-15 ”イーグル” 第7弾

1
発売予定

月

各¥2,940 (本体価格 ¥2,800)
■ F-4 ”ファントムⅡ” 第3弾

各¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

2
発売予定

月

1
発売予定

月AC109
航空自衛隊 F-4EJ
第303飛行隊(小松）
1981年訓練用塗装

AC110
航空自衛隊 F-4EJ改
第8飛行隊(三沢)

AC111
航空自衛隊 F-4EJ
第305飛行隊(百里）
1982戦競

AC112
航空自衛隊 F-4EJ改
第301飛行隊(新田原)
1992戦競

AC26
航空自衛隊 F-15J/DJ
78年度調達機体(岐阜他)

※アイリスカバー付の
　ノズル付属
※JとDJのコンパチキット

AC27
U.S.AIR FORCE F-15A&ASAT
第6512試験飛行隊(エドワーズ)

※ASM-135付属！

AC28
航空自衛隊 F-15J
第303飛行隊(小松)
2003戦競

※930号機用と955機用の
　白龍の違いを表現した
　2種の胴体背面
　パーツ付属！

AC29
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 065号機

■ F-15 ”イーグル” 第8弾

4
発売予定

月

3
発売予定

月

1
発売予定

月
各¥2,940 (本体価格 ¥2,800)

■ F-4オープンキャノピーセット ¥2,100
(本体価格 ¥2,000)

AC30
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 063号機

AC31
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 068号機

AC33
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 072号機

AC916

・F-4シリーズは地上でのエアコンの効きが弱
いため、空自機が地上待機時やタキシング中
にキャノピーを開けたままの姿をよく見かけ
ますが、その姿を手軽に再現できる、F-4の
オープン状態のキャノピーを4機分セットし
た彩色済みオプションパーツです。
・技MIX F-4シリーズのラインナップを考慮
し、空自F-4EJ、EJ改用には、旧塗装は基本色
のアンチグレアのあるライトグレー、新塗装は
制空迷彩のアンチグレアなしダークグレー、
洋上迷彩ダークブルー、RF-4E用には松葉色
系迷彩カラーを同梱。
・手彩色では難しいシーリングラインまでタ
ンポ印刷で再現していますのでお好みでスペ
シャルカラー機へ取り付けの際のタッチアッ
プ彩色用にもご使用いただけます。

※形状的には技MIX F-4シリーズ全てに対応して
いますが、スペシャルカラーの機体に取付けると
きは一部彩色が必要な場合があります。
※F-4戦闘機は別売です。

 ユニットB F-22用

■ ジェット推進ユニットA
¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

■ ジェット推進ユニットB
¥2,100 (本体価格 ¥2,000)

■ フライトユニット
¥1,890 (本体価格 ¥1,800)

OP-05

OP-06

OP-03
※F-22は別売りです

 ユニットA F-4・F-15用

・付属の接点により、これまで出来なかった、増槽を介しての通電接続も
　可能になります。

※対応機種はF-15シリーズAC26以降、F-4シリーズAC109以降及びa表記
　付きのリニューアル版になります。
　それ以前の機体には取り付けられません。

F-22への取付例
※F-22は別売りです

小型モーター、極小ファン、LEDが一体化された新開発のジェット推進ユニッ
トを機体に組み込みフライトユニットに取り付けると、実機さながらにイン
テークから吸気、ノズルから排気することで自らの推力により旋回飛行しま
す。しかもノズル発光もあわせて再現します。

■ UH-1H/J 第3弾

■ ローター回転ユニット2個セット

HC109
陸上自衛隊 UH-1J
第7飛行隊(丘珠)
創隊50周年記念塗装機
スノーシュー装備

HC111
陸上自衛隊 UH-1J
中部方面ヘリコプター隊
第2飛行隊(八尾)
ヘリ映像伝送装置装備

HC110
陸上自衛隊 UH-1H
東部方面ヘリコプター隊
第1飛行隊(立川)
地雷散布装置付属

HC112
陸上自衛隊 UH-1H
西部方面ヘリコプター隊
第1飛行隊(目達原)
フロート付属

¥1,890 (本体価格 ¥1,800)

¥2,415 (本体価格 ¥2,300)

■ フライトユニット で旋回可能!! OP-03+OP-04
※ＵＨ-1Ｊは別売りです

「ジェット推進ユニット」に対応したF-15/F-4のリニューアル版が登場!!
■ F-15 J/DJ リニューアル
各¥2,730
(本体価格 ¥2,600)

1
発売予定

月

■ F-4 E/EJ リニューアル
各¥2,940
(本体価格 ¥2,800)

1
発売予定

月

AC05a
航空自衛隊 F-15J
第204飛行隊(百里)
F-15装備10周年記念塗装機

AC101a
航空自衛隊 F-4EJ
第305飛行隊(百里) 

AC103a
航空自衛隊 RF-4E
第501飛行隊(百里) 

AC102a
航空自衛隊 F-4EJ改
第301飛行隊(新田原) 

AC104a
航空自衛隊 RF-4EJ
第501飛行隊(百里)

AC06a
航空自衛隊 F-15DJ
第306飛行隊(小松)

AC09a
航空自衛隊 F-15J
飛行開発実験団（岐阜）
UAV塔載機

2
発売予定

月

3
発売予定

月¥3,150
(本体価格 ¥3,000)

AC32
航空自衛隊 F-15DJ
飛行教導隊(新田原)
アグレッサー 071号機

【SP013】埼玉高速鉄道/運転士「川口みその」30フィートコンテナ

【SP014】上田電鉄/別所温泉駅駅長「八木沢まい」30フィートコンテナ

【SP015】富士急行/駅務係「大月みーな」30フィートコンテナ

【SP016】東京モノレール/駅務係「羽田あいる」30フィートコンテナ

【SP017】三和警備保障/駅構内警備員「中野みわ」30フィートコンテナ

【SP018】わたらせ渓谷鐵道/トロッコ列車車掌「足尾さきえ」30フィートコンテナ

【SP019】埼玉高速鉄道/運転士「川口みその」30フィートコンテナ

【SP020】上田電鉄/別所温泉駅駅長「八木沢まい」30フィートコンテナ

【SP021】富士急行/駅務係「大月みーな」30フィートコンテナ

【SP022】東京モノレール/駅務係「羽田あいる」30フィートコンテナ

【SP023】三和警備保障/駅構内警備員「中野みわ」30フィートコンテナ

【SP024】わたらせ渓谷鐵道/トロッコ列車車掌「足尾さきえ」30フィートコンテナ

ノーマル6種＋バリエーション6種＋シークレット1種＝全13種

007 十和田観光電鉄
 アテンダント/清水なぎさ

008 のと鉄道
 運転士/和倉ななお

009 わたらせ渓谷鐵道
 トロッコ列車車掌/足尾さきえ

010 上田電鉄
 別所温泉駅駅長/八木沢まい

011 富士急行
 河口湖駅駅務掛/大月みーな

012 広島電鉄
 運転士/鷹野みゆき
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30年以上の歴史を誇る、タカラトミーの定番ブランド『チョロQ』。ディフォルメミニカーの代名詞でもある
『チョロQ』を、トミーテックが大人向けにアレンジしました。第3弾は待ちに待った現行車種。シリーズの楽しみ
が広がります！
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■ LV-43-02c いすゞ エルフ 低床（東芝） 3
発売予定

月
¥5,985 (本体価格 ¥5,700)

1
発売予定

月
¥8,190 (本体価格 ¥7,800)

■ LV-N43-01c 日産パラメディック高規格救急車（水戸市）

国際標準1/43スケールを採用し、古今東西の車種を製品化。もちろん作りこみも、1/43スケー
ルを活かした精密さです。今回は、水戸市で活躍する車両を再現。美しいカラーリングはもちろん、
室内など細部も可能な限り作りこんでいます。

■ チョロＱzero第3弾 各¥1,029 
(本体価格 ¥980) 2発売予定月

3

『もしもトミカが昭和30年代に誕生していたら……』をテーマに、なつかしの名車
たちをモデル化するトミカリミテッドヴィンテージ。1/64統一スケールにゴムタイ
ヤを採用、コレクターの皆様も納得の仕上がり。

トミカが誕生した1970年以降の名車で、トミカで商品化されていない車を
モデル化しているシリーズです。

※掲載の内容は、2012年12月現在の情報です。※掲載の写真は、試作品です。実際の製品と異なる場合もございます。
※商品の仕様・発売日・価格は予告なく変更になる場合もございます。※無断転載・複製を禁じます。

8

検 索トミーテック

昭和のラジオデイズ

131a：赤

131ｂ：白

N76a：白

N76b：紺

■ LV-N76a グロリア200E ターボブロアム（白）
■ LV-N76b グロリア200E ターボブロアム（紺）

各¥1,575
(本体価格 ¥1,500)

1
発売予定

月 N78a：白

N78b：銀

■ LV-N78a トヨタクラウン 2800ロイヤルサルーン（白）
■ LV-N78ｂトヨタクラウン 2800ロイヤルサルーン（銀）

各¥1,470
(本体価格 ¥1,400)

2
発売予定

月
N77a：銀

N77b：紺

©OFFICE KITANO INC.   ©TV CLUB

■ LV-N77a メルセデス ベンツ190Ｅ（銀）
■ LV-N77ｂメルセデス ベンツ190Ｅ（紺）

各¥1,785
(本体価格 ¥1,700)

2
発売予定

月

■ LV-N79a メルセデス ベンツ190Ｅ 2.3（白）
■ LV-N79ｂメルセデス ベンツ190Ｅ 2.3（赤）

各¥1,785
(本体価格 ¥1,700)

3
発売予定

月
N80a：黒

N80b：白

※看板シール付属

■ LV-N80a ブルーバードSSSアテーサ リミテッド（黒）
■ LV-N80b ブルーバードSSSアテーサ リミテッド（白）

各¥1,575
(本体価格 ¥1,500)

各¥1,974 (本体価格 ¥1,880)

3
発売予定

月

3
発売予定

月

■ LV131a ダットサン フェアレディ2000（赤）
■ LV131b ダットサン フェアレディ2000（白）

■ LV-SM01 マスターライン（SM社 社用車）

各¥1,785
(本体価格 ¥1,700)

1
発売予定

月

■ TLV昭和のラジオデイズ1
　 TBS スカイラインバン
¥1,995
(本体価格 ¥1,900)

3
発売予定

月

■ TLV昭和のラジオデイズ2
　 文化放送 ギャラン
¥1,995
(本体価格 ¥1,900)

3
発売予定

月

■ TLV昭和のラジオデイズ3
　 ニッポン放送 ローレル
¥1,995
(本体価格 ¥1,900)

3
発売予定

月

■ LV23f 
　 日野RB10型
　 東急バス
¥3,675
(本体価格 ¥3,500)

2
発売予定

月

■ LV-132a ギャランA Ⅱ
　 GSパトカー 宮城県警
¥1,575
(本体価格 ¥1,500)

2
発売予定

月

昭和40年代中頃に登場したラジオカーは、街に出て人々の声を直接電波に乗せ、よりリスナーに密着した放送を可能としました。
TLVでは著名パーソナリティのインタビューをパッケージに掲載するなど、ミニチュアカーの枠を超えた文化の記録としてお楽しみ
いただけます。

¥1,890
(本体価格 ¥1,800)

2
発売予定

月

■ LV-SM02 キャブオール
　 （ジョージサイダー社）
¥2,205 (本体価格 ¥2,100)
3
発売予定

月

最も有名な刑事ドラマといっても過言ではない『西部警察』。派手な
アクションを前面に押し出した作品だけに、大門軍団や木暮課長と
いった刑事たちはもちろん、彼らや犯人たちが操った車たちも、それ
ぞれ熱烈なファンが多く存在します。TLV-NEOシリーズでも、かね
がね西部警察劇中車の製品化リクエストを多数戴いておりました
が、ここで満を持して発売いたします。Vol.1のセドリック230型2
台セットでは、スタント中に突如現れる工事現場パーツもセット。画
面内を生き生きと暴れ回った車たちを、そのままに再現していただ
けます。番組後期の顔、スーパーマシンたちも鋭意開発中！

  トミカラマ ガソリンスタンドに付属のドラム缶やTLVの
トラックに付属した木箱等を使うと、より迫力あるシーン
が再現できるでしょう。

　 是非、お手持ちのTLVも並べて劇中の世界を再現しま
しょう！ 足らなければ、是非追加を！（発売中の西部警察
DVD-BOXで勉強しよう）　 

第18話『俺たちの闘い』のアクションが机上に。

■ LV-NEO西部警察01 セドリック230型2台セット
¥4,200

(本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

■ LV-NEO西部警察02 セドリック430型2台セット
¥4,200 (本体価格 ¥4,000) 2

発売予定
月

●株式会社石原プロモーション商品化許諾済

■ LV-NEO西部警察03 
　 セドリック グロリア230型2台セット 価格未定

3
発売予定

月

1/64の
　  コンクリート・ウエスタン！

N79a：白

N79b：赤

フィギュア2体付

フィギュア2体付

■ Z-09c 日産リーフ タクシー ■ Z-12c SUBARU BRZ（黒）■ Z-11c トヨタ86 GAZOOレーシング■ Z-10c トヨタFJクルーザー（ベージュ）■ チョロＱzero
　 ハイグレード版
3
発売予定

月

¥1,470 (本体価格 ¥1,400) ¥1,365 (本体価格 ¥1,300)¥1,365 (本体価格 ¥1,300) ¥1,575 (本体価格 ¥1,500)

■ Z-13c スバルサンバー 赤帽

¥1,470 (本体価格 ¥1,400)

Z-10a トヨタFJクルーザー （黄色） Z-10b トヨタFJクルーザー （青色）

Z-11a トヨタ86 GT （赤色） Z-11b トヨタ86 RC （銀色）

Z-12a SUBARU BRZ （青色） Z-12b SUBARU BRZ （白色）

Z-13a スバルサンバー （青色） Z-13b スバルサンバー （銀色）

Z-09b 日産リーフ （黒）Z-09a 日産リーフ （水色）

■ 内装模型 24系25形寝台客車 ■ EK-01 駅ベンチ(オレンジ)
■ EK-02 駅ベンチ(緑)

1/12スケール相当の
可動フィギュア・ドールと一緒に!!

1/12スケール
小物シリーズ始動!!

予価 ¥29,400 (本体価格 ¥28,000)

来春
発売予定

鉄道模型TOMIXやジオコレのノウハウをつぎ込みこだわった造りです。
第1弾は5人掛けの駅ベンチ。お手元の可動フィギュア・ドールと合わせて、
駅構内の雰囲気をお楽しみください。

※写真はイメージです。
※製品にホーム・フィギュア・車両は含まれません
※対応可能なフィギュアなどは形状により異なります。

12

EK-01
オレンジ

EK-02
緑

※写真はイメージです。
※製品にホーム・フィギュア・車両は含まれません
※対応可能なフィギュアなどは形状により異なります。

2

トミーテックの新しいキャラクタープラモデルブランド「MSS＝モデラーズ・スピリット・シリーズ」では、1/144スケールでゾイドの世界
をお楽しみいただけます。関節可動ギミックや部分彩色・マーク印刷などを施し、誰もが楽しめ、リアルに仕上げられるよう構成していま
す。製品には彩色済みパイロットフィギュアやジオラマベースも付属!!

144

© TOMY  ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

■ 〈MZ002〉 EMZ-26 
　 ハンマーロック

1
発売予定

月

■ 〈MZ001〉 RPZ-03 シールドライガー
1
発売予定

月

3
発売予定

月

¥3,360 
(本体価格 ¥3,200)

¥2,310
(本体価格 ¥2,200)

■ 〈MZ004〉 RMZ-11 ゴドス
¥2,310

(本体価格 ¥2,200)

※デザインは監修中のものです ※デザインは監修中のものです

※デザインは監修中のものです

※デザインは監修中のものです

■ 〈MZ003〉 EPZ-003 サーベルタイガー
¥3,360 
(本体価格 ¥3,200)3

発売予定
月

広島電鉄をテーマに
　バスと路面電車の併走を楽しむ！

組合せで広がる交通の現場
※ 写真は旧製品を使用したイメージです。

※価格はすべて税込みです。

※広島電鉄株式会社商品化許諾申請中

※広島電鉄商品化許諾済

■ 業　務：車掌
■ 事業者：広島電鉄株式会社

鷹野 みゆき

■ 路面レール・広島電鉄特別セット
¥7,560 (本体価格 ¥7,200)

3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB001〉東京都交通局

¥1,029 (本体価格 ¥980) ¥1,029 (本体価格 ¥980) ¥1,029 (本体価格 ¥980) ¥1,029 (本体価格 ¥980)3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB002〉名古屋市交通局
3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB003〉大阪市交通局
3
発売予定

月

■ 全国バスコレクション
　〈JB004〉西日本鉄道
3
発売予定

月

■ バスコレ走行システム基本セットＢ1・2・3
各¥8,190
(本体価格 ¥7,800)

3
発売予定

月

<1112> ワイドトラムミニカーブレールC140-WT(F)
 2 セット ¥1,596
  ※1セット価格 ¥798  
<1790> ワイドトラムレールS70-WT(F) 1 セット ¥378    
<1791> ワイドトラムレールS140-WT(F) 1 セット ¥483    
<1024> ストレートレールS70(F) 1 セット ¥294
  ※鉄コレ式制御器接続用  
鉄コレ専用コントローラー鉄コレ式制御器A 1個 ¥1,995    
鉄コレ 広島電鉄350形A（352号車） 1個 ¥1,680    

TM－TR01 鉄コレ動力路面電車用  1 個 ¥3,150

  
通常価格 ¥9,576 特別価格

　¥7,560

大人気のバスコレ走行システム基本セットに、現在名古屋・広島・福岡で活躍する車両が付属す
る新バージョンが登場!!　こちらのセットは発売中の基本セットAと異なる曲線道路C177を使
用したオーバルコースです。同時発売の「路面レール・広島電鉄特別セット」やワイドトラムレー
ルシリーズと組み合わせることで路面電車と併走する情景が再現できます。

バスコレ走行システム基本セットB1（名鉄バス仕様）
三菱ふそうMP35JM（未塗装バス付属）

バスコレ走行システム基本セットB2（広島電鉄仕様）
日野HT/HU（未塗装バス付属）

バスコレ走行システム基本セットB3（西日本鉄道仕様）
西工96MCワンステップバス（未塗装バス付属）

共通セット内容
セット内容

<JB001>

東京都交通局（東京都）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP37FK

実車ホイールベース

4800mm

富士重工業7Eシリーズについに短尺車の登場です。

今回は関東3社局、関西1社局、四国1社局の公営事業者を5台セットにしました。平成24年度末

でバス事業を終了する予定の鳴門市企業局（鳴門市営バス）も今回ラインナップしました。

また、現在発売中の走行バスシステムの専用動力ユニット【BM-01】（別売）を組み込むことで専

用道路での走行もお楽しみいただけます。是非ご期待ください。

<JB002>

名古屋市交通局（愛知県）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP35UM 改

実車ホイールベース

5300mm

ザ・バスコレクションの新シリーズに「全国バスコレクション」シリーズが登場します。
日本全国47都道府県のバス事業者を順次ラインナップしていきます。第一弾は、関東・中京・
関西・九州を代表する事業者です。バスは三菱ふそうエアロスターの最新車種を新規金型
にて製品化します。4車種共に走行バスシステムに対応します。各商品にはバス停パーツ
とシールが付属します。是非ご期待ください。

<JB003>

大阪市交通局（大阪府）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP37FK

実車ホイールベース

4800mm

<JB004>

西日本鉄道（福岡県）

三菱ふそうエアロスター

型式 :LKG-MP35UM

実車ホイールベース

5300mm

全国バスコレクションシリーズ

■ バスコレ富士重工業7E５台セットＡ
¥4,200 (本体価格 ¥4,000)

2
発売予定

月

バスコレに新たなラインナップが登場です！

※付属のバス停パーツ

約670mm

約440mm

※各社局商品化許諾申請中

※各社局商品化許諾申請中

東京都交通局

横浜市交通局

大阪市交通局

鳴門市企業局

川崎市交通局

鳴門市企業局

大阪市交通局

東京都交通局

川崎市交通局

横浜市交通局

※各社商品化許諾申請中

路面電車とバスで張り巡らされた
市内交通網の一端を、トミーテック
のＮゲージモデルでその手の中へ !!
新しい鉄むすグッズに登場する広電
アイテムもぜひ !!(P7 へ )

東京都 大阪府 福岡県

Ｃ１７７-３０-ＲＯ×１２

（ホイールベース３５ｍｍ）
※各種専用スペーサー付属

■バス停用アプローチ道路 S７０-RO×３ ■直線道路 S７０-RO×５

愛知県
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