トミックスニュース2019 4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。

2019年４月の主な新製品

※無断複写・転載禁止

700系新幹線のぞみ ！

２ ０ １９年５月まで

＜98667＞JR 700-0系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット（8両）
＜98668＞JR 700-0系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セット（8両）

４８９系特急電車白山！

小田急ロマンスカー7000形ＬＳＥ！

※写真は実車です

写真:久保田敦

＜98322＞JR 489系特急電車(白山)基本セットB（5両）
＜98323＞JR 489系特急電車(白山)増結セットB（4両）

＜97908＞限定品小田急ロマンスカー7000形LSE(LSE Last Run)セット（11両）

２０９系7次車京浜東北線 ！

２０９系川越・八高線！

＜98321＞JR 209-3500系通勤電車
(川越・八高線)セット（4両）

タキ1000形！

＜97910＞限定品 JR 209-0系通勤電車(7次車・京浜東北線)セット（10両）

ＤＦ２００50形！

＜2241＞JR DF200-50形ディーゼル機関車(新塗装)
＜8730＞私有貨車 タキ1000形(日本オイルターミナル・C)
＜97905＞限定品 私有貨車 タキ1000形(日本オイルター
ミナル・C)セット（2両）

ＤＦ２００200形！

＜2242＞JR DF200-200形ディーゼル機関車

７０系横須賀色 新潟色！

複線トラス鉄橋こげ茶色！

＜HO-9038＞国鉄 70系電車
(横須賀色)基本セット（4両）
＜HO-6001＞
国鉄電車 モハ70形(横須賀色)(M)
＜HO-6002＞
国鉄電車 モハ70形(横須賀色)(T)
写真:手塚一之
※写真は実車イメージです

＜3257＞複線トラス鉄橋(F)
(こげ茶)(複線PC橋脚･2本付)

写真:手塚一之

＜HO-9039＞
国鉄 70系電車(新潟色)基本セット（4両）
＜HO-6003＞
国鉄電車 モハ70形(新潟色)(M)
＜HO-6004＞
国鉄電車 モハ70形(新潟色)(T)

※写真は実車イメージです

※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東海承認申請中・JR西日本商品化許諾申請中・
JR貨物承認申請中・小田急電鉄商品化許諾申請中・日本オイルターミナル株式
会社商標使用許諾申請中
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■トミックス新製品発売予定（2019年4月～2019年6月）

※生産の都合上、一部、予定が変更になっています

品番

4月

5月

6月

98321
98322
98323
98667
98668
97908
97910
2241
2242
8730
97905
3257
HO-9038
HO-9039
HO-6001
HO-6002
HO-6003
HO-6004
98059
98061
98326
98327
98328
98329
98333
98669
7108
8731
97902
8732
8733
HO-2004
HO-2005
HO-2503
HO-2504
98062
98324
98325
98336
98670
98671
97906
97907
97911
7109

商品名
JR 209-3500系通勤電車(川越・八高線)セット
JR 489系特急電車(白山)基本セットB
JR 489系特急電車(白山)増結セットB
JR 700-0系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット
JR 700-0系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セット
限定品 小田急ロマンスカー7000形LSE(LSE Last Run)セット
限定品 JR 209-0系通勤電車(7次車・京浜東北線)セット
JR DF200-50形ディーゼル機関車(新塗装)
JR DF200-200形ディーゼル機関車
私有貨車 タキ1000形(日本オイルターミナル・C)
限定品 私有貨車 タキ1000形(日本オイルターミナル・C)セット
複線トラス鉄橋(F)(こげ茶)(複線PC橋脚･2本付)
国鉄 70系電車(横須賀色)基本セット
国鉄 70系電車(新潟色)基本セット
国鉄電車 モハ70形(横須賀色)(M)
国鉄電車 モハ70形(横須賀色)(T)
国鉄電車 モハ70形(新潟色)(M)
国鉄電車 モハ70形(新潟色)(T)
JR 115-1000系近郊電車(新潟色・S編成)セットB
箱根登山鉄道 2000形サン・モリッツ号(復刻塗装)セット
JR 321系通勤電車(2次車)増結セットB
JR 223-2000系近郊電車基本セットA
JR 223-2000系近郊電車基本セットB
JR 223-2000系近郊電車増結セット
JR 115-1000系近郊電車(弥彦色)セット
JR E3-1000系山形新幹線(つばさ・新塗装)セット
JR EF64-1000形電気機関車(JR貨物更新車・新塗装)
JR貨車 コキ107形(増備型・西濃運輸コンテナ付)
限定品 JR コキ107形貨車(増備型・西濃運輸コンテナ付)セット
私有貨車 タキ25000形(ニヤクコーポレーション)
私有貨車 タキ25000形(日通商事)
JR EF210-0形電気機関車
JR EF210-100形電気機関車(新塗装)
JR EF210-0形電気機関車(プレステージモデル)
JR EF210-100形電気機関車(新塗装・プレステージモデル)
肥薩おれんじ鉄道 HSOR-100形(くまモンラッピング1号・おれんじちゃん)セット
JR 115-2000系近郊電車(JR西日本40N更新車・アイボリー)基本セット
JR 115-2000系近郊電車(JR西日本40N更新車・アイボリー)増結セット
道南いさりび鉄道 キハ40 1700形ディーゼルカーセット
JR N700-9000系(N700S確認試験車)新幹線基本セット
JR N700-9000系(N700S確認試験車)新幹線増結セット
限定品 JR キハ183-0系特急ディーゼルカー(復活国鉄色)セット
限定品 JR キハ58系急行ディーゼルカー(うわじま・JR四国色)セット
限定品 JR 583系電車(きたぐに・JR西日本旧塗装)セット
JR EF210-100形電気機関車(105号機)

■ トミックス再生産予定（2019年4月～2019年6月以降）
品番

4月

5月

6月
以降

※価格はすべて税抜き価格となっています

税抜価格
¥13,800
¥19,000
¥13,000
¥21,600
¥20,900
¥18,700
¥26,100
¥6,500
¥6,500
¥1,800
¥5,000
¥1,800
¥58,000
¥58,000
¥21,200
¥11,200
¥21,200
¥11,200
¥9,800
¥8,000
¥10,500
¥15,400
¥19,600
¥8,200
¥13,200
¥22,400
¥6,800
¥2,200
¥10,200
¥1,400
¥1,400
¥32,800
¥32,800
¥55,800
¥55,800
¥12,600
¥16,600
¥12,600
¥20,000
¥21,500
¥20,800
¥15,000
¥14,800
¥36,500
¥6,600

※生産の都合上、一部、予定が変更になっています

商品名

品番

商品名

<92373>JR E231-500系通勤電車（山手線）基本セット
<92401>JR E231-500系通勤電車（山手線）増結セットC
<HO-270>国鉄電車 クモニ83-0形（湘南色）（Ｍ）
<92301>733-3000系近郊電車（エアポート）基本セット
<92358>３２１系通勤電車（２次車）基本セット
<92409>Ｅ２６系（カシオペア）増結セットＡ
<92429>９２３形（ドクターイエロー）基本セット
<8711>私有貨車 タキ1000形（日本石油輸送）
<8713>私有貨車 タキ1000形（日本石油輸送・ENEOS）
<92472>JR 287系特急電車（くろしお）基本セットA
<92474>JR 287系特急電車（くろしお）増結セット
<8412>国鉄ディーゼルカー キ ハ58-400形（T）
<8414>国鉄ディーゼルカー キ ハ65形
<8416>国鉄ディーゼルカー キ ロ28-2300形
<8422>国鉄ディーゼルカー キ ハ58-1100形（T）
<8424>国鉄ディーゼルカー キ ロ28-2500形（帯入り）
<8426>国鉄ディーゼルカー キ ユ25形
<92426>国鉄 485-300系特急電車基本セット
<92428>国鉄 485系特急電車（AU13搭載車）増結セット（T）
<8945>国鉄電車 サロ481形（AU13搭載車）
<9411>JRディー ゼルカー キハ40-1700形（M）
<2478>国鉄ディーゼルカー キ ハ22形（M）

<92374>JR E231-500系通勤電車（山手線）増結セットA
<92491>JR EF210形コンテナ列車セット
<HO-271>国鉄電車 クモニ83-0形（湘南色）（T）
<92302>733-3000系近郊電車（エアポート）増結セット
<92408>ＥＦ５１０・Ｅ２６系（カシオペア）基本セット
<92410>Ｅ２６系（カシオペア）増結セットＢ
<92430>９２３形（ドクターイエロー）増結セット
<8712>私有貨車 タキ1000形（日本石油輸送・米タン）

<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)

<HO-731>JR貨車 コキ106形（グレー ・ヤマト運輸コンテナ付）

<92473>JR 287系特急電車（くろしお）基本セットB
<8411>国鉄ディーゼルカー キ ハ58-400形（M）
<8413>国鉄ディーゼルカー キ ハ28-2300形
<8415>国鉄ディーゼルカー キ ロ28-2300形（帯入り）
<8421>国鉄ディーゼルカー キ ハ58-1100形（M）
<8423>国鉄ディーゼルカー キ ハ28-3000形
<8425>国鉄ディーゼルカー キ ロ28-2500形
<92425>国鉄 485-200系特急電車基本セット
<92427>国鉄 485系特急電車（AU13搭載車）増結セット（M）
<8944> 国鉄電車 サハ481形（AU13搭載車）
<8946> 国鉄電車 サシ481形（AU13搭載車）
<9412>JRディーゼルカー キ ハ40-1700形（T）
<2479>国鉄ディーゼルカー キ ハ22形（T）

ＴＯＭＩＸＮＥＷＳ

※掲載の価格は、希望小売予定価格です。
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TOMYTEC

2019年4月発売予定商品
アイテム
鉄道コレクション

ザ・バスコレクション

定価（税抜）

東京都交通局7700形(みどり)

¥2,500

東京都交通局7700形(えんじ)

¥2,500

三岐鉄道801系 801編成 3両セット

¥4,500

三岐鉄道801系 805編成 (⻄武カラー) 3両セット

¥4,500

名古屋鉄道6000系2次⾞(グレードア) 4両セット

¥6,000

関電トンネルトロリーバス 300型
ラストイヤーラッピング英語バージョン・最終便315号⾞

¥1,800

伊⾖箱根鉄道3000系(3506編成)ラブライブ!サンシャイン!!
「HAPPY PARTY TRAIN」ラッピング電⾞3両セット

¥6,000

京成バスシャトルセブン新旧カラー2台セット

¥2,800

東急バスX川崎フロンターレラッピングバス

¥1,800

広島電鉄Xサンフレッチェ広島ラッピングバス

¥1,800

関電トンネル電気バス 1001号⾞

¥1,800

伊⾖箱根バス ラブライブ!サンシャイン!!ラッピングバス3号⾞

¥1,800

全国バスコレクション

＜JB024-2＞遠州鉄道

¥1,200

全国バス80

＜JH033＞全国バス80 伊⾖箱根バス
ラブライブ！サンシャイン!!ラッピングバス3号⾞

¥3,800

建物コレクション

建コレ133-2 交差点の建物A2

¥1,800

建コレ134-2 交差点の建物B2

¥1,800

建コレ161 神社B

¥4,500

建コレ162 社殿セット

¥3,000

