
入荷予定日 メーカー 品番 販売価格
(税込)

定価
(税込)

5月24日 カトー 10-1765 【新】 クモハ52 2次車 飯田線 4両セット ¥14,300 ¥19,030

5月24日 カトー 40-814 【新】 TV4 ユニトラム鉄道乗入れ線路セット ¥10,600 ¥13,200

5月24日 カトー 40-822 【新】 ユニトラム 拡張セット 街並 ¥5,300 ¥6,600

5月24日 カトー 40-823 【新】 ユニトラム 拡張セット 街角 ¥8,400 ¥10,450

5月24日 モデルアイコン 772Q 【新】 国鉄機関車用メタルインレタ 1/150 ¥1,100 ¥1,100

5月24日 モデルアイコン 773K 【新】 国鉄機関車用メタルインレタ 1/80 ¥2,200 ¥2,200

5月26日 カトー 10-1801 【新】 113系1000番台横須賀・総武快速線 基本7両セット ¥18,300 ¥24,310

5月26日 カトー 10-1802 【新】 113系1000番台横須賀・総武快速線 増結4両セット ¥8,600 ¥11,440

5月26日 カトー 10-1803 【新】 113系1000番台横須賀・総武快速線 付属編成4両セット ¥11,100 ¥14,740

5月26日 カトー 10-1616 【新】 台湾高鐵700T 基本6両セット ¥19,000 ¥25,300

5月26日 カトー 10-1617 【新】 台湾高鐵700T 増結6両セット ¥12,400 ¥16,500

5月26日 グリーンマックス 1251C 【新】 JR103系体質改善車40N クハ103 高運・オレンジ 1両キット ¥3,800 ¥4,950

5月26日 グリーンマックス 1251M 【新】 JR103系体質改善車40N モハ103・102 オレンジ 2両キット ¥5,900 ¥7,810

5月26日 グリーンマックス 1251W 【新】 JR103系体質改善車40N サハ103 オレンジ 1両キット ¥3,700 ¥4,840

5月26日 グリーンマックス 1252C 【新】 JR103系体質改善車40N クハ103 低運・オレンジ 1両キット ¥3,800 ¥4,950

5月26日 グリーンマックス 1253C 【新】 JR103系体質改善車40N クハ103 高運・ウグイス 1両キット ¥3,800 ¥4,950

5月26日 グリーンマックス 1253M 【新】 JR103系体質改善車40N モハ103・102 ウグイス 2両キット ¥5,900 ¥7,810

5月26日 グリーンマックス 1254C 【新】 JR103系体質改善車40N クハ103 低運・ウグイス 1両キット ¥3,800 ¥4,950

5月26日 グリーンマックス 1255C 【新】 JR103系体質改善車40N クハ103 高運・スカイブルー 1両キット ¥3,800 ¥4,950

5月26日 グリーンマックス 1255M 【新】 JR103系体質改善車40N モハ103・102 スカイブルー 2両キット ¥5,900 ¥7,810

5月26日 グリーンマックス 1256C 【新】 JR103系体質改善車40N クハ103 低運・スカイブルー 1両キット ¥3,800 ¥4,950

5月26日 グリーンマックス 8361 【再】 ライトユニットA【電球色】2個（103系通常形状用） ¥1,782 ¥1,980

5月26日 グリーンマックス 2624 【新】 着色済み 防波堤＆灯台 赤・白 ¥4,100 ¥4,510

5月27日 ホビーセンターカトー

最終更新日 5月21日・入荷予定日は変更になる場合がございます。従来と割引率が異なる場合がございます。

商品名

・商品により店頭販売分が僅少、又は入荷しない場合がございます。また、販売数を制限させて頂く場合がございます。

・ご予約商品の取り置き期間は入荷日より2週間となっております。期間内でのお引き取りをお願いいたします。

　　　 鉄道模型入荷品のご案内

ASSYパーツ クモハ52 2次飯田線・113系1000番台横須賀・総武快速線 ※ASSYは入荷しない商品もございます。



入荷予定日 メーカー 品番 販売価格
(税込)

定価
(税込)

5月26日 トミックス 98815 【新】 E1系上越新幹線 Max･新塗装 基本6両セット ¥21,300 ¥28,380

5月26日 トミックス 98816 【新】 E1系上越新幹線 Max･新塗装 増結6両セット ¥18,900 ¥25,080

5月26日 トミックス 97954 【新】 特企 E2系1000番台 東北･上越新幹線 J66編成･200系カラー 10両セット ¥25,800 ¥34,320

5月26日 トミックス 98113 【新】 キハ40-500形 中期型 2両セット ¥9,600 ¥12,760

5月26日 トミックス 9470 【新】 キハ40-500形 後期型 M ¥6,000 ¥7,920

5月26日 トミックス 9471 【新】 キハ40-500形 後期型 T ¥3,700 ¥4,840

5月26日 トミックス 9472 【新】 キハ40-2000形 M ¥6,000 ¥7,920

5月26日 トミックス 9473 【新】 キハ40-2000形 T ¥3,700 ¥4,840

5月26日 トミックス 7171 【新】 EF66-100形 後期型 ¥6,300 ¥8,360

5月26日 トミックス 7172 【新】 ED75-1000形 前期型･JR貨物更新車 ¥6,300 ¥8,360

5月26日 トミックス 98430 【再】 733系3000番台 エアポート 基本3両セット ¥8,900 ¥11,770

5月26日 トミックス 98431 【再】 733系3000番台 エアポート 増結3両セット ¥7,200 ¥9,570

5月26日 トミックス 2733 【再】 ワム70000形 ¥578 ¥770

5月26日 トミックス 3273 【新】 上路式ガーダー橋S70 F 赤 2本セット れんが橋脚･4本付 ¥2,000 ¥2,420

5月26日 トミックス 3274 【新】 上路式ガーダー橋S70 F 深緑 2本セット PC橋脚･4本付 ¥2,000 ¥2,420

5月26日 トミックス HO-2026 【新】 EF210-300形 ¥36,100 ¥40,040

5月26日 トミックス HO-2523 【新】 EF210-300形 PS ¥58,900 ¥65,340

5月26日 トミーテック 325451 【新】 鉄コレ バスコレ 阿佐海岸鉄道DMV-931未来への波乗りモードインターチェンジ付 ¥4,400 ¥5,500

5月26日 トミーテック 326663 【新】 ザ・バスコレクション 西日本鉄道・九州産交バス ひのくに号 60周年2台セット ¥3,200 ¥3,960

5月26日 トミーテック 328605 【新】 ザ・バスコレクション 神姫バスありがとう西工96MC ¥1,584 ¥1,980

5月26日 トミーテック 324539 【新】 建コレ071-3 建築中の建物A3 ¥1,800 ¥2,200

5月26日 トミーテック 324546 【新】 建コレ072-3 建築中の建物B3 ¥1,800 ¥2,200

5月26日 トミーテック 323815 【新】 建コレ176 住宅展示場 ¥3,900 ¥4,840

5月26日 トミーテック 328223 【新】 ザ・人間101-2 乗る人々2 ¥1,056 ¥1,320

最終更新日 5月21日

商品名

　　　 鉄道模型入荷品のご案内

・商品により店頭販売分が僅少、又は入荷しない場合がございます。また、販売数を制限させて頂く場合がございます。

・ご予約商品の取り置き期間は入荷日より2週間となっております。期間内でのお引き取りをお願いいたします。

・入荷予定日は変更になる場合がございます。従来と割引率が異なる場合がございます。



入荷予定日 メーカー 品番 販売価格
(税込)

定価
(税込)

5月16日 トラムウェイ C-Rail-N20f-EG 【新】 20ftコンテナ Evergreen 1個入 ¥2,090 ¥2,090

5月16日 トラムウェイ C-Rail-N40f-FL2 【新】 40ftコンテナ Freightliner-2 1個入 ¥2,200 ¥2,200

5月16日 トラムウェイ TW61-05B 【新】 国鉄オロ61ぶどう2号 ¥10,800 ¥11,990

5月16日 トラムウェイ TW61-06B 【新】 国鉄オハニ36ぶどう2号 ¥11,000 ¥12,210

5月16日 トラムウェイ TW61-07B 【新】 国鉄オハユニ61 初期タイプ～105 ぶどう2号 ¥11,000 ¥12,210

5月16日 トラムウェイ TW61-08B 【新】 国鉄スユニ61ぶどう2号 ¥11,000 ¥12,210

5月16日 トラムウェイ TW61-09B 【新】 国鉄マニ60 オハユニ61改造タイプ ぶどう2号 ¥11,000 ¥12,210

5月16日 トラムウェイ TW61-01BR 【再】 国鉄オハ61ぶどう2号 ¥10,800 ¥11,990

5月16日 トラムウェイ TW61-02BR 【再】 国鉄オハフ61ぶどう2号 ¥11,000 ¥12,210

5月16日 トラムウェイ TW61-03BR 【再】 国鉄オハニ61ぶどう2号 ¥11,000 ¥12,210

5月17日 カトー 3090-3 【新】 EF66 0番台後期形 ブルートレイン牽引機 ¥6,500 ¥8,580

5月17日 カトー 10-1799 【新】 寝台特急 さくら･はやぶさ/富士 24系 9両セット ¥17,000 ¥22,660

5月17日 カトー 10-1800 【新】 寝台特急 さくら･はやぶさ/富士 14系 6両セット ¥11,600 ¥15,400

5月17日 カトー 8001 【再】 トキ15000 ¥578 ¥770

5月17日 カトー 8016 【再】 ホキ2200 ¥743 ¥990

5月19日 カトー 20-910 【新】 ユニトラックアソートセット 球磨川の思い出とともに ¥38,500 ¥51,205

5月19日 カトー 20-911 【新】 ユニトラックアソートセット 変わらない飯田線の風景を ¥48,500 ¥64,636

5月20日 ホビーセンターカトー 176-7613 【新】 EMD SD70M フラットラジエーターNS #2581 ¥13,200 ¥16,500

5月20日 ホビーセンターカトー 176-7614 【新】 EMD SD70M フラットラジエーターNS #2586 ¥13,200 ¥16,500

5月20日 ホビーセンターカトー 176-7615 【新】 EMD SD70M フラットラジエーターUP #4364 ¥13,200 ¥16,500

5月20日 ホビーセンターカトー

最終更新日 5月14日

　　　 鉄道模型入荷品のご案内

・ご予約商品の取り置き期間は入荷日より2週間となっております。期間内でのお引き取りをお願いいたします。

・入荷予定日は変更になる場合がございます。従来と割引率が異なる場合がございます。

商品名

ASSYパーツ EF66後期ブルートレイン牽引機/さくら･はやぶさ･富士24系14系 ※ASSYは入荷しない商品もございます。

・商品により店頭販売分が僅少、又は入荷しない場合がございます。また、販売数を制限させて頂く場合がございます。



入荷予定日 メーカー 品番 販売価格
(税込)

定価
(税込)

5月19日 トミックス 8750 【新】 ワム60000形 2両セット ¥1,155 ¥1,540

5月19日 トミックス 2736 【再】 カ3000形 ¥578 ¥770

5月19日 トミックス 2737 【再】 ツム1000形 ¥578 ¥770

5月19日 トミックス FM-011 【再】 ファーストカーミュージアム 485系 やまびこ･ボンネット ¥2,900 ¥3,740

5月19日 グリーンマックス 31700 【新】 E653系1000番代いなほ クーラーカバー交換後 7両セット ¥31,100 ¥41,360

5月19日 グリーンマックス 31701 【新】 E653系1100番代しらゆき クーラーカバー交換後 4両セット ¥19,800 ¥26,400

5月19日 グリーンマックス 50738 【新】 南海10000系サザン 全車座席指定 8両セット ¥32,400 ¥43,120

5月19日 グリーンマックス 31709 【新】 近鉄8600系 後期形・車番選択式 基本4両セット ¥19,800 ¥26,400

5月19日 グリーンマックス 31710 【新】 近鉄8600系 後期形・車番選択式 増結4両セット ¥17,700 ¥23,540

5月19日 グリーンマックス 31711 【新】 近鉄8600系 後期形 6両セット ¥26,400 ¥35,200

5月19日 グリーンマックス 31715 【新】 JR九州キハ220形200番代 2両セット ¥12,400 ¥16,500

5月19日 グリーンマックス 31716 【新】 JR九州キハ220形200番代 シーサイドライナー 2両セット ¥12,400 ¥16,500

5月19日 グリーンマックス 50742 【新】 JR九州キハ220形200番代 大分車 3両セット ¥16,800 ¥22,330

5月19日 グリーンマックス 31702 【新】 JRキハ110形200番代 前期形・快速あがの 3両セット ¥17,600 ¥23,430

5月19日 グリーンマックス 31703 【新】 JRキハ110形200番代 前期形・快速べにばな 2両セット ¥13,000 ¥17,270

5月19日 グリーンマックス 31704 【新】 JRキハ110形200番代 前期形・新津車 ¥8,500 ¥11,330

5月19日 津川洋行 14095 【新】 国鉄ポ50形貨車 陶器車 ¥1,320 ¥1,650

5月19日 津川洋行 NA-109 【新】 ダルマ倉庫 ワフ 窓付･カバー無仕様 組立キット ¥2,000 ¥2,200

最終更新日 5月14日

商品名

　　　 鉄道模型入荷品のご案内

・商品により店頭販売分が僅少、又は入荷しない場合がございます。また、販売数を制限させて頂く場合がございます。

・ご予約商品の取り置き期間は入荷日より2週間となっております。期間内でのお引き取りをお願いいたします。

・入荷予定日は変更になる場合がございます。従来と割引率が異なる場合がございます。



入荷予定日 メーカー 品番 販売価格
(税込)

定価
(税込)

5月2日 マイクロエース A2656 【新】 東武200型 特急りょうもう標準色TOBUロゴマーク付6両セット ¥26,900 ¥35,860

5月2日 マイクロエース A6276 【新】 伊豆急サロ2184+サロ1801 ロイヤルボックス 2両セット ¥9,600 ¥12,760

5月2日 マイクロエース A6722 【新】 京急600形 KEIKYU BLUE SKY TRAIN すみっコぐらし 8両セット ¥36,200 ¥48,180

5月2日 マイクロエース A7951 【新】 富山地方鉄道10030形ダブルデッカーエキスプレス 3両セット ¥17,700 ¥23,540

5月2日 マイクロエース A7954 【新】 富山地方鉄道10030形 10037編成 2両セット ¥12,900 ¥17,160

5月2日 マイクロエース A8507 【新】 DD51-18  3次型 ¥11,400 ¥15,180

最終更新日 5月1日

・商品により店頭販売分が僅少、又は入荷しない場合がございます。また、販売数を制限させて頂く場合がございます。

・ご予約商品の取り置き期間は入荷日より2週間となっております。期間内でのお引き取りをお願いいたします。

・入荷予定日は変更になる場合がございます。従来と割引率が異なる場合がございます。

商品名

　　　 鉄道模型入荷品のご案内



入荷予定日 メーカー 品番 販売価格
(税込)

定価
(税込)

4月25日 グリーンマックス 31696 【新】 名鉄3500系 機器更新車・行先表示点灯 基本4両セット ¥17,800 ¥23,650

4月25日 グリーンマックス 31697 【新】 名鉄3500系 機器更新車・行先表示点灯 増結4両セット ¥15,300 ¥20,350

4月27日 グリーンマックス 31698 【新】 西武6000系 6117編成・ベンチレーター撤去 基本4両セット ¥16,700 ¥22,220

4月27日 グリーンマックス 31699 【新】 西武6000系 6117編成・ベンチレーター撤去 増結6両セット ¥17,100 ¥22,770

4月27日 グリーンマックス 50739 【新】 西武6000系 新宿線・6101編成タイプ 基本4両セット ¥16,700 ¥22,220

4月27日 グリーンマックス 50740 【新】 西武6000系 新宿線・6101編成タイプ 増結6両セット ¥17,100 ¥22,770

4月27日 グリーンマックス 31707 【新】 京王1000系 6次車・サーモンピンク 5両セット ¥21,700 ¥28,930

4月27日 グリーンマックス 31708 【新】 京王1000系 6次車・ライトグリーン 5両セット ¥21,700 ¥28,930

4月27日 グリーンマックス 31705 【新】 JR九州817系鹿児島車 V005編成 2両セット ¥12,400 ¥16,500

4月27日 グリーンマックス 31706 【新】 JR九州817系鹿児島車 V103+V104編成 4両セット ¥20,500 ¥27,280

4月27日 グリーンマックス 50741 【新】 JR九州817系佐世保車 長崎本線・佐世保線 6両編成セット ¥29,700 ¥39,600

4月27日 グリーンマックス 50735 【新】 近鉄2680系タイプ 2682編成 3両セット ¥15,700 ¥20,900

4月27日 グリーンマックス 31691 【新】 近鉄2610系 分散キセ冷房車 4両セット ¥18,000 ¥23,870

4月27日 グリーンマックス 8116 【新】 カプラーアダプターA 817-① ¥990 ¥1,100

4月27日 グリーンマックス 8117 【新】 カプラーアダプターB 817-② ¥990 ¥1,100

4月27日 ポポンデッタ 6034 【新】 福岡市交通局2000系 2段帯仕様 6両セット ¥27,800 ¥30,800

4月27日 ポポンデッタ 6035 【新】 福岡市交通局2000系 3段帯仕様 6両セット ¥27,800 ¥30,800

4月27日 カトー 10-1597 【新】 東武鉄道 東武スカイツリーライン 50050型 基本6両セット ¥16,600 ¥22,110

4月27日 カトー 10-1598 【新】 東武鉄道 東武スカイツリーライン 50050型 増結4両セット ¥9,900 ¥13,200

4月27日 カトー 10-1750 【新】 タキ1000 後期形 1000号記念塗装入 10両セット 特別企画品 ¥14,900 ¥19,800

4月27日 カトー 7011-3 【再】 DE10 JR貨物更新色 ¥6,000 ¥7,920

4月29日 レムケ 05102786 【新】 N Rh1116 181 タウルス OEBB Cityjet ¥25,400 ¥31,680

4月29日 ホビーセンターカトー 28-241-1 【新】 東武鉄道東武スカイツリーライン50050型　グレードアップシール ¥1,683 ¥1,870

4月29日 ホビーセンターカトー

最終更新日 4月24日

ASSYパーツ 東武50050型･DE10JR貨物更新色･タキ1000後期1000号記念塗装 ※ASSYは入荷しない製品もございます。

・商品により店頭販売分が僅少、又は入荷しない場合がございます。また、販売数を制限させて頂く場合がございます。

・ご予約商品の取り置き期間は入荷日より2週間となっております。期間内でのお引き取りをお願いいたします。

・入荷予定日は変更になる場合がございます。従来と割引率が異なる場合がございます。

商品名

　　　 鉄道模型入荷品のご案内



入荷予定日 メーカー 品番 販売価格
(税込)

定価
(税込)

4月28日 トミックス 98813 【新】 201系 JR西日本30N更新車･ウグイス 6両セット ¥16,100 ¥21,340

4月28日 トミックス 7711 【再】 密連形TNカプラー SP･黒･空気配管付･6個入 ¥2,000 ¥2,420

4月28日 トミックス 98108 【新】 キハ22-200形 前期型 2両セット ¥9,600 ¥12,760

4月28日 トミックス 9459 【新】 キハ22-0形 M ¥6,000 ¥7,920

4月28日 トミックス 9460 【新】 キハ22-0形 T ¥3,700 ¥4,840

4月28日 トミックス 98510 【新】 名鉄8800系パノラマDX 3両セット ¥12,600 ¥16,720

4月28日 トミックス 7168 【新】 EH200形 新塗装 ¥9,100 ¥12,100

4月28日 トミーテック 326519 【新】 鉄道コレクション 仙台市交通局1000Ｎ系南北線4両セットA ¥7,100 ¥8,800

4月28日 トミーテック 326595 【新】 鉄道コレクション 伊賀鉄道200系202編成 忍者列車ピンク色 2両セットC ¥4,600 ¥5,720

4月28日 トミーテック 326601 【新】 鉄道コレクション 伊賀鉄道200系205編成 忍者列車緑色 2両セットD ¥4,600 ¥5,720

4月28日 トミーテック 259565 【再】 鉄道コレクション動力ユニット 18m級用A TM-06R ¥3,000 ¥3,740

4月28日 トミーテック 259640 【再】 鉄道コレクション動力ユニット 20ｍ級用A2 TM-14 ¥3,000 ¥3,740

4月28日 トミーテック 259831 【再】 鉄コレ 走行用パーツセット TT-03R 黒 ¥880 ¥1,100

4月28日 トミーテック 259848 【再】 鉄コレ 走行用パーツセット TT-04R グレー ¥880 ¥1,100

4月28日 トミーテック 0238 【再】 パンタグラフPG16 2個入 ¥495 ¥550

4月28日 トミーテック 0258 【再】 パンタグラフPT4811N 2個入 ¥495 ¥550

4月28日 トミーテック 322061 【新】 ザ・バスコレクション 名古屋市交通局 100周年復刻デザイン3台セットA ¥4,800 ¥5,940

4月28日 トミーテック 327578 【新】 ザ・バスコレクション 富士急バスBYD K9 ¥1,800 ¥2,200

4月28日 トミーテック 324492 【新】 建コレ001-5 農家A5 ¥2,300 ¥2,860

最終更新日 4月24日・入荷予定日は変更になる場合がございます。従来と割引率が異なる場合がございます。

商品名

・商品により店頭販売分が僅少、又は入荷しない場合がございます。また、販売数を制限させて頂く場合がございます。

・ご予約商品の取り置き期間は入荷日より2週間となっております。期間内でのお引き取りをお願いいたします。

　　　 鉄道模型入荷品のご案内


