トミックスニュース2018 7月号
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。

株式会社トミーテック 営業課

※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課まで電話
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。

2018年７月の主な新製品
松本運転所に所属していた改座車で、
「Nｶﾗｰ｣の169系を再現

※無断複写・転載禁止

415系近郊電車(旧塗装)をリニューアル！

＜98296＞ 国鉄 415系近郊電車(旧塗装)基本セット（4両）
＜98297＞ 国鉄 415系近郊電車(旧塗装)増結セット（4両）

コンテナ貨車、ﾄﾚｰﾗｰｺﾚｸｼｮﾝに
積んで遊ぼう！ISOコンテナ

＜98293＞ JR 169系電車(松本運転所･改座車)基本セット（3両）
＜98294＞ JR 169系電車(松本運転所･改座車)増結セット（3両）

※写真は実物です

青函トンネルの新しい機関車ＥＨ８００形
※写真は工場最終試作品です

＜3164＞
私有 ISO20ftコンテナ
(センコー・2個入)

＜HO-2001＞JR EH800形電気機関車

※写真は工場最終試作品です

＜HO-2501＞JR EH800形電気機関車(プレステージモデル)

トミックスホームページ、
HO情報室で紹介中!
実車紹介と共にファーストショットを
ご覧ください

レールとパワーユニットが
セットになったミニレールセット

1/80ｽｹｰﾙの迫力あるコンテナ列車を
あなたのお手元に

＜90098＞(ミニ)鉄道模型運転セット

※写真は実物です

＜90099＞ワイドトラム鉄道模型運転セット
＜HO-3134＞私有 U48A-38000形コンテナ
(キユーソー流通システム・2個入)
※掲載の写真は試作品です。
※製品名は省略している場合もあります。

ＴＯＭＩＸＮＥＷＳ

JR東日本商品化許諾申請中・JR貨物承認申請中・センコーグループホールディングス株式会社
商標使用申請中・株式会社キユーソー流通システム商品化許諾申請中・全国通運承認申請中
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■トミックス新製品発売予定（2018年7月～9月）

※価格はすべて税抜き価格となっています ※生産の都合上、一部、予定が変更になっています

品番

7月

8月

9月

商品名

90098
90099
98293
98294
98296
98297
3164
HO-2001
HO-2501
HO-3134
91042
91043
98284
98285
98291
98292
98988
98641
98642
98989
98990
2240

(ミニ)鉄道模型運転セット
ワイドトラム鉄道模型運転セット
JR 169系電車(松本運転所･改座車)基本セット
JR 169系電車(松本運転所･改座車)増結セット
国鉄 415系近郊電車(旧塗装)基本セット
国鉄 415系近郊電車(旧塗装)増結セット
私有 ISO20ftコンテナ(センコー・2個入)
JR EH800形電気機関車
JR EH800形電気機関車(プレステージモデル)
私有 U48A-38000形コンテナ(キユーソー流通システム・2個入)
高架複線基本セット(レールパターンHA)
高架複線階層駅セット(レールパターンHB-B)
国鉄 103-1000系通勤電車基本セット
国鉄 103-1000系通勤電車増結セット
近畿日本鉄道21000系アーバンライナーplus基本セット
近畿日本鉄道21000系アーバンライナーplus増結セット
限定品 近畿日本鉄道21000系アーバンライナーplusセット
JR キハ183系特急ディーゼルカー(まりも)セットB
JR EF81･24系特急寝台客車(エルム)セット
限定品 JR115-1000系近郊電車(高崎車両センター・ありがとう115系)セット
限定品 JR EF64-1000形電気機関車(1001号機・1028号機・復活国鉄色)セット
JR DE15-2500形ディーゼル機関車(JR西日本仕様・単線用ラッセルヘッド付)

3165
3244
3245
4223
4224
4245
98279
98295
98644
98645
98646

私有 U48A-38000形コンテナ(キユーソー流通システム･2個入)
階層高架ビーム・M(4個入)
階層高架ビーム・L(4個入)
変電所(キットタイプ)(グレー)
信号所(グレー)
大型ビル(グレー)
JR 35-4000系客車(SLやまぐち号)セット
JR 12･24系客車(きのくにシーサイド)セット
JR 14-500系客車(まりも)セット
JR 183-1000系電車(幕張車両センター・あずさ色)セット
JR 211-3000系近郊電車(高崎車両センター・6両編成)セット

98991

限定品 国鉄 583系特急電車(金星)セット

¥43,100

98992
7104
2645

限定品 国鉄 583系特急電車(金星)(室内灯入り)セット
JR EF65-2000形電気機関車(2089号機・JR貨物更新車)
長良川鉄道 ナガラ300形(305号・ヤマト運輸 貨客混載)

¥53,900
¥6,500
¥6,500

8729
1811
1812
1819
1881
1882
1883

JR貨車 コキ104形(新塗装・コンテナなし)
複線レールDS140(F)(2本セット)
複線レールDS280(F)(2本セット)
複線レールDS1120(F)(2本セット)
複線カーブレールDC317・280-45(F)(2本セット)
複線カーブレールDC391・354-45(F)(2本セット)
複線カーブレールDC465・428-45(F)(2本セット)

¥27,600

HO-2003 JR EF71形電気機関車(1次形)

¥27,600

HO-2502 国鉄 EF71形電気機関車(1次形・プレステージモデル)

¥47,600

■トミックス再生産予定（2018年7月～2018年9月以降）

7月

8月

9月
以降

¥1,200
¥800
¥900
¥1,500
¥1,000
¥2,800
¥14,200
¥11,000
¥13,600
¥22,000
¥18,400

¥1,000
¥1,400
¥1,600
¥5,600
¥1,600
¥1,800
¥2,200

HO-2002 国鉄 EF71形電気機関車(1次形)

品番

税抜価格
¥5,000
¥5,500
¥14,000
¥10,800
¥14,000
¥10,300
¥900
¥39,800
¥59,800
¥2,400
¥16,000
¥18,800
¥16,000
¥5,200
¥10,800
¥14,800
¥29,800
¥18,400
¥20,800
¥23,000
¥13,400
¥12,000

商品名

※生産の都合上、一部、予定が変更になっています

品番

<92884>国鉄 415系（常磐線）基本セットA
<92886>国鉄 415系（常磐線）増結セット
<92349>E233-1000系（京浜東北線）増結セットI
<92501>E5系東北新幹線（はやぶさ）基本セット
<HO-718>コキ106形（グレー・コンテナなし）
<98037>キハ120-300形（三江線）セット
<92571>JR E233-2000系基本セット
<9102>JR EF64-0形電気機関車（７次形）
<9519>JR客車 オハネフ25-0（北斗星・JR東日本仕様）増結用
<9521>JR客車 オハネフ25-200（北斗星・JR東日本仕様）増結用
<2740>JR貨車 コキ250000形（コンテナなし）
<92485>455系磐越西線セット
<2004>JR C57形蒸気機関車（1号機）
<2718>国鉄貨車 コム1形タイプ（コンテナ付）
<2720>国鉄貨車 チ1形タイプ（木材付）
<2726>国鉄貨車トラ145000形（木材付）
<92344>JR E231-0系通勤電車（総武線）増結セット
<92575>JR E2-1000系東北新幹線（やまびこ）基本セット
<92577>JR E2-1000系東北新幹線（やまびこ）増結セットB

商品名

<92885>国鉄 415系（常磐線）基本セットB
<92348>E233-1000系（京浜東北線）基本セット
<92350>E233-1000系（京浜東北線）増結セットII
<92484>72・73形（御殿場線）セット
<HO-730>コキ106形(グレー・コンテナなし・テールライト付)
<92572>JR E233-2000系増結セット
<9103>JR EF64-0形電気機関車（7次形・JR貨物更新車）
<9520>JR客車 オハネ25-0（北斗星・JR東日本仕様）増結用
<9522>JR客車 オハネ25-100（北斗星・JR東日本仕様）増結用
<2741>JR貨車 コキ350000形（コンテナなし）
<98017>京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)セット
<9143>JR EF210-300形電気機関車
<2719>国鉄貨車 コム1形タイプ（冷蔵コンテナ付）
<2721>国鉄貨車 チ1形タイプ（土管付）
<92343>JR E231-0系通勤電車（総武線）基本セット
<8925>JR サハE231-0形（総武線）
<92576>JR E2-1000系東北新幹線（やまびこ）増結セットA
<92424>JR 373系特急電車セット

ＴＯＭＩＸＮＥＷＳ

※掲載の価格は、希望小売予定価格です。
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7⽉のオススメ品

新金型
↑
縦方向に2個連結
（2セット使用）

※車両、線路は別売りです。
※製品は1個入りです。

↑→
横方向に2個連結（2
セット使用）

セット内容：建物、シール
概⼨(cm) ：W3.7 xD17 xH6
正⾯：観⾳開きの扉
裏⾯：シャッター（線路の設置は不可、取り外しは
出来ます）
2個以上の連結（並べるだけ）、複線への設置も可能です
※複線間隔37mmのトミックス製レールに合わせた設計
屋根裏側は、電飾キット等の取り付けを考慮したスペースを確保
（ワンタッチ取付等の機構はありません）

建物コレクション
159「電⾞庫Ｂ」
¥2,000（税抜）

7⽉の鉄道コレクション
東武本線の⽀線で活躍する
ワンマン⾞２種類登場！

①

①：
■東武鉄道８０００系８５６８編成試験塗装⾊
リバイバルカラー２両セット／3,000円(税抜)
②：
■東武鉄道８０００系宇都宮線８１１１８編成
４両セット／6,000円(税抜)

②

伝統の⼀畑
デハニ・オレンジカラーを
まとった１０００系製品化!
■⼀畑電⾞１０００系オレンジカラー
２両セット／3,000円(税抜)

■神⼾電鉄デ１３５０形４両セット／6,000円(税抜)

7⽉のバスコレクション
①

松本〜新島々〜上⾼地線
のハイブリッド⾞を
製品化！
■バスコレで⾏こう９
アルピコ交通 上⾼地線
／1,200円(税抜)

各社局商品化許諾申請中

②

■①全国バスコレクション＜ＪＢ０５９＞京都市交通局／1,200円(税抜)
■②全国バスコレクション＜ＪＢ０６０＞松江市交通局／1,200円(税抜)

※掲載の写真は試作品＆イメージを含みます。
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