トミックスニュース2019 6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

2019年６月の主な新製品

※無断複写・転載禁止

N700系ｼﾘｰｽﾞの進化型、Ｎ７００Ｓ確認試験車Nｹﾞｰｼﾞで新登場!！

＜98670＞JR N700-9000系
(N700S確認試験車)新幹線基本セット（8両）
＜98671＞JR N700-9000系
(N700S確認試験車)新幹線増結セット（8両）

京阪神エリアを中心に新快速などで活躍223系！

１１５2000系JR西日本40N更新車ｱｲﾎﾞﾘｰ登場！

＜98327＞JR 223-2000系近郊電車基本セットA（4両）
＜98328＞JR 223-2000系近郊電車基本セットB（6両）
＜98329＞JR 223-2000系近郊電車増結セット（4両）

＜98324＞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（4両）
＜98325＞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（4両）

2091000系中央線！

道南いさりび鉄道！

肥薩おれんじ鉄道！
※写真は実車です

＜98336＞道南いさりび鉄道
キハ40-1700形ディーゼルカーセット（3両）
＜98334＞JR 209-1000系通勤電車(中央線)基本セット（4両）
＜98335＞JR 209-1000系通勤電車(中央線)増結セット（6両）

写真:宇都宮靖顕

写真:宇都宮照信

＜98062＞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 （2両）
©2010 熊本県くまモン#K30532

キハ５８系うわじまJR四国色！

５８３系きたぐにJR西日本旧塗装！

＜97907＞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（3両）

＜97911＞限定品 JR 583系電車(きたぐに・JR西日本旧塗装)セット（10両）

ますます充実。レール関連製品！

＜3234＞PC勾配橋脚P1-P10(10本2組)
※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。

＜3235＞PC水平橋脚P10(8本セット)

ＴＯＭＩＸＮＥＷＳ

＜3236＞PC水平橋脚P4(8本セット)

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四国承認申請中・
道南いさりび鉄道商品化許諾申請中・肥薩おれんじ鉄道株式会社商品化許諾申請中・
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■トミックス新製品発売予定（2019年6月～2019年7月）
品番

6月

7月

98062
98324
98325
98327
98328
98329
98334
98335
98336
98670
98671
97907
97911
3234
3235
3236
98060
98330
98337
98338
97906
7109
8734
98064
FM-001
FM-002
FM-003
FM-004
FM-005
FM-006
FM-007
FM-008
4202
HO-2008
HO-2009
HO-2010
HO-2506
HO-724
HO-725

※生産の都合上、一部、予定が変更になっています

商品名
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
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 209-1000系通勤電車(中央線)基本セット
JR 209-1000系通勤電車(中央線)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
PC勾配橋脚P1-P10(10本2組)
PC水平橋脚P10(8本セット)
PC水平橋脚P4(8本セット)
JR キハ100形ディーゼルカー(POKEMON with YOUトレイン)セット
近畿日本鉄道 30000系ビスタEX(旧塗装・喫煙室付)セット
JR 485-3000系特急電車(はくたか)基本セット
JR 485-3000系特急電車(はくたか)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
JR EF210-100形電気機関車(105号機)
国鉄貨車 ワム80000形(中期型)
国鉄 ワム580000形貨車セット
ファーストカーミュージアム JR E5系東北新幹線(はやぶさ)
ファーストカーミュージアム JR E6系秋田新幹線(こまち)
ファーストカーミュージアム JR E235系通勤電車(山手線)
ファーストカーミュージアム JR E259系特急電車(成田エクスプレス)
ファーストカーミュージアム JR 300系東海道・山陽新幹線(のぞみ)
ファーストカーミュージアム JR N700A東海道・山陽新幹線(のぞみ)
ファーストカーミュージアム JR W7系北陸新幹線(かがやき)
ファーストカーミュージアム JR 323系通勤電車(大阪環状線)
木造駅舎セット（グリーン）
JR EF81形電気機関車(81号機・北斗星)
JR EF81形電気機関車(81号機・復活お召塗装)
JR EF81形電気機関車(トワイライトエクスプレス)
国鉄 EF81形電気機関車(81号機・お召塗装・プレステージモデル)
JR貨車 コキ104形(西濃運輸コンテナ付)
JR貨車 コキ107形(増備型・コンテナなし)

■トミックス再生産予定（2019年6月～2019年8月以降）
品番

6月

7月

8月
以降

商品名

※価格はすべて税抜き価格となっています

税抜価格
¥12,600
¥16,600
¥12,600
¥15,400
¥19,600
¥8,200
¥13,800
¥12,800
¥20,000
¥21,500
¥20,800
¥14,800
¥36,500
¥2,000
¥1,000
¥1,000
¥13,000
¥14,800
¥19,000
¥13,000
¥15,000
¥6,600
¥700
¥1,400
¥3,400
¥3,400
¥3,400
¥3,400
¥3,400
¥3,400
¥3,400
¥3,400
¥1,200
¥33,800
¥33,800
¥33,800
¥56,800
¥5,000
¥2,500

※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

<90172> ベーシックセットSD トワイライトエクスプレス
<90169>ベーシックセットSD E233系上野東京ライン
<92301>733-3000系近郊電車（エアポート）基本セット
<92411>N700-8000系山陽・九州新幹線基本セット
<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
<92429>９２３形（ドクターイエロー）基本セット
<92566>H5系北海道新幹線基本セット
<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)
<92369>E231-1000系近郊電車（東海道線）基本セットA
<92371>E231-1000系近郊電車（東海道線）増結セットA
<8924>JR電車 サハE231-1000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）
<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
<92574>キハ82系特急ディーゼルカー（北海道仕様）増結セット
<8469>国鉄ディーゼルカー キハ80形（M）
<92828>209-500系通勤電車（総武線）セット
<92829>旧型客車（高崎車両センター）セット
<8474>JRディーゼルカー キハ40-500形（新潟色・赤）（M）
<98601>189系電車（M51編成・復活国鉄色）セット
<98629>209-2100系通勤電車（房総色･4両編成）セット
<2006>C61形蒸気機関車(20号機)
<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
<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）

<90170>ベーシックセットSD 923形ドクターイエロー
<92302>733-3000系近郊電車（エアポート）増結セット
<92412>N700-8000系山陽・九州新幹線増結セット
<92409>Ｅ２６系（カシオペア）増結セットＡ
<92417>EF510形コンテナ列車セット
<92430>９２３形（ドクターイエロー）増結セット
<98020>227系近郊電車基本セットB
<HO-731>JR貨車 コキ106形（グレー・ヤマト運輸コンテナ付）
<92370>E231-1000系近郊電車（東海道線）基本セットB
<92372>E231-1000系近郊電車 増結セットB
<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）
<92473>JR 287系特急電車（くろしお）基本セットB
<92573>キハ82系特急ディーゼルカー（北海道仕様）基本セット
<8468>国鉄ディーゼルカー キハ82形（後期型・北海道仕様）
<8470>国鉄ディーゼルカー キハ80形（T）
<8943>JR電車 サハ209-500形（総武線）
<98014>JR キハ47-500形ディーゼルカー（新潟色・赤）セット
<8475>JRディーゼルカー キハ40-500形（新潟色・赤）（T）
<98628>209-2100系通勤電車（房総色･6両編成）セット
<98637>JR 189系電車(N102編成・あさま色)セット
<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
<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6月発売予定商品
鉄道コレクション

ＪＲ１０５系 体質改善30N更新車 紀勢本線（ＳＦ００２編成）２両セット

¥3,000

鉄道コレクション

ＪＲ１０５系 体質改善30N更新車 呉線・可部線（Ｋ７編成）２両セット

¥3,000

鉄道コレクション

阪堺電車モ５０１形 ５０５号車 金太郎塗装

¥2,500

鉄道コレクション

阪堺電車モ１６１形 １６６号車 金太郎塗装

¥2,500

鉄道コレクション

名古屋市交通局鶴舞線３０００形６両セット

¥9,000

鉄道コレクション

福島交通さようなら７０００系 ２両セット

¥3,000

ザ・バスコレクション

ザ・バスコレクション第２６弾

¥1,000

ザ・バスコレクション

ザ・バスコレクション第２６弾専用ケース

¥2,200

ザ・バスコレクション

北九州市交通局 ハローキティ バス１号車（ファミリーver.）

¥1,800

ザ・バスコレクション

北九州市交通局 ハローキティ バス２号車（リボンver.）

¥1,800

ザ・バスコレクション

全国バスコレ８０＜ＪＨ０３４＞福島交通

¥2,200

ザ・バスコレクション

全国バスコレクション＜ＪＢ０６７＞阪東自動車

¥1,200

ザ・バスコレクション

全国バスコレクション＜ＪＢ０６８＞京阪バス

¥1,200

ザ・バスコレクション

バスコレで行こう１３ 志賀高原長電バス 志賀高原シャトル

¥1,200

情景コレクション

情景小物045-3 歩道橋３

¥1,500

情景コレクション

ジオラマ素材026 トンネルポータルＡ

¥1,000

情景コレクション

ジオラマ素材027 トンネルポータルＢ

¥1,000

情景コレクション

ザ・人間128 釣り人

情景コレクション

ジオラマ素材003-2 水面２

¥780
¥1,000
※税抜価格

ＴＯＭＩＸＮＥＷＳ

※掲載の価格は、希望小売予定価格です。
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