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《製品概要》

■商品名：「Ｊ

■希望小売価格：各

■発売日：

■内容

■パッケージサイズ：Ｗ

■商品サイズ：Ｗ

■対象年齢

■取扱店

製品に関する報道関係からのお問い合わせ先

TEL
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トミックスは株式会社トミ―テックが展開する鉄道模型ブランド。実車を

売を開始、40 年以上の歴史を誇ります。当時の商品と組み合わせて遊ぶ事ができ親子

ーとして、多くのお客様から支持されています。

車両やレールだけではなく、情景をリアルに再現できるジオラマパーツも数多く販売しており、誰でも簡単に始

めることが出来るよう設計されています。

生産車両数は累計で

る長さ。販売した全て

なります。 

《製品概要》 

■商品名：「ＪR 223

「JR 223

■希望小売価格：各

■発売日：2017

■内容：【車両】●

【付属品】

■パッケージサイズ：Ｗ

■商品サイズ：Ｗ

■対象年齢：15

■取扱店：全国専門店、家電量販店、インターネット通販他、一部取扱いのない店舗がございます。

製品に関する報道関係からのお問い合わせ先

株式会社トミーテック

マーケティング課

TEL 03-3696

■記念事業公認アイテム■記念事業公認アイテム■記念事業公認アイテム■記念事業公認アイテム    

30 周年記念事業の公認アイテム認定を記念し、
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スケールの瀬戸大橋をイメージした

ントを盛り上げます。 

トミックストミックストミックストミックス))))とはとはとはとは    

トミックスは株式会社トミ―テックが展開する鉄道模型ブランド。実車を

年以上の歴史を誇ります。当時の商品と組み合わせて遊ぶ事ができ親子

ーとして、多くのお客様から支持されています。

車両やレールだけではなく、情景をリアルに再現できるジオラマパーツも数多く販売しており、誰でも簡単に始

めることが出来るよう設計されています。

生産車両数は累計で 4,000 万両国内の普通車登録数の約

る長さ。販売した全てのレールを繋げると約１０万キロ国内の線路総距離の約
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■希望小売価格：各 20,500 円

2017 年 12 月下旬

【車両】●5100●5200

【付属品】●ランナーパーツ：前面表示パーツ●転写シート：車番等

■パッケージサイズ：Ｗ215mm

■商品サイズ：Ｗ680×Ｈ25mm

15 歳以上 

全国専門店、家電量販店、インターネット通販他、一部取扱いのない店舗がございます。

製品に関する報道関係からのお問い合わせ先

株式会社トミーテック

マーケティング課

3696-6149/FAX 
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スケールの瀬戸大橋をイメージした
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ーとして、多くのお客様から支持されています。

車両やレールだけではなく、情景をリアルに再現できるジオラマパーツも数多く販売しており、誰でも簡単に始

めることが出来るよう設計されています。 

万両国内の普通車登録数の約

のレールを繋げると約１０万キロ国内の線路総距離の約
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系・5000 系近郊電車（マリンライナー）セットＢ」

円(税抜き)  

月下旬 

5200●5000(モーター車

●ランナーパーツ：前面表示パーツ●転写シート：車番等

215mm×Ｈ310mm

25mm×Ｄ20mm(5

全国専門店、家電量販店、インターネット通販他、一部取扱いのない店舗がございます。

製品に関する報道関係からのお問い合わせ先

株式会社トミーテック 

マーケティング課 

 03-3696-6193

周年記念事業の公認アイテム認定を記念し、

にて TOMIX 発売記者発表、及び認定書授与式が執り行われます。

スケールの瀬戸大橋をイメージした

トミックスは株式会社トミ―テックが展開する鉄道模型ブランド。実車を

年以上の歴史を誇ります。当時の商品と組み合わせて遊ぶ事ができ親子

ーとして、多くのお客様から支持されています。 

車両やレールだけではなく、情景をリアルに再現できるジオラマパーツも数多く販売しており、誰でも簡単に始

万両国内の普通車登録数の約
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全国専門店、家電量販店、インターネット通販他、一部取扱いのない店舗がございます。

製品に関する報道関係からのお問い合わせ先 

6193 

周年記念事業の公認アイテム認定を記念し、2017

発売記者発表、及び認定書授与式が執り行われます。

スケールの瀬戸大橋をイメージした 8ｍに及ぶ

トミックスは株式会社トミ―テックが展開する鉄道模型ブランド。実車を

年以上の歴史を誇ります。当時の商品と組み合わせて遊ぶ事ができ親子

車両やレールだけではなく、情景をリアルに再現できるジオラマパーツも数多く販売しており、誰でも簡単に始

万両国内の普通車登録数の約 2 倍、全て連結すれば日本列島をおよそ１往復でき

のレールを繋げると約１０万キロ国内の線路総距離の約
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全国専門店、家電量販店、インターネット通販他、一部取扱いのない店舗がございます。

瀬戸大橋開通

に関する報道関係からのお問い合わせ先

岡山県実行委員会事務局（岡山県土木部

2017 年 12 月

発売記者発表、及び認定書授与式が執り行われます。

ｍに及ぶ TOMIX 巨大ジオラマが登場、イベ

トミックスは株式会社トミ―テックが展開する鉄道模型ブランド。実車を 1/150 スケールで再現し

年以上の歴史を誇ります。当時の商品と組み合わせて遊ぶ事ができ親子

車両やレールだけではなく、情景をリアルに再現できるジオラマパーツも数多く販売しており、誰でも簡単に始

倍、全て連結すれば日本列島をおよそ１往復でき

のレールを繋げると約１０万キロ国内の線路総距離の約3 倍、地球を

系近郊電車（マリンライナー）セットＡ」 
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●クモハ 223-5000

●ランナーパーツ：前面表示パーツ●転写シート：車番等 

全国専門店、家電量販店、インターネット通販他、一部取扱いのない店舗がございます。

瀬戸大橋開通 30

に関する報道関係からのお問い合わせ先

岡山県実行委員会事務局（岡山県土木部

TEL 086-226

月 15 日岡山県庁

発売記者発表、及び認定書授与式が執り行われます。

巨大ジオラマが登場、イベ

スケールで再現し 1976

年以上の歴史を誇ります。当時の商品と組み合わせて遊ぶ事ができ親子 3 世代で楽しめるホビ

車両やレールだけではなく、情景をリアルに再現できるジオラマパーツも数多く販売しており、誰でも簡単に始

倍、全て連結すれば日本列島をおよそ１往復でき

倍、地球を2 周半出来る長さに

5000  

全国専門店、家電量販店、インターネット通販他、一部取扱いのない店舗がございます。

30 周年記念事業

に関する報道関係からのお問い合わせ先

岡山県実行委員会事務局（岡山県土木部

226-7459 

日岡山県庁(所在地：

発売記者発表、及び認定書授与式が執り行われます。

巨大ジオラマが登場、イベ

1976 年から販

世代で楽しめるホビ

車両やレールだけではなく、情景をリアルに再現できるジオラマパーツも数多く販売しており、誰でも簡単に始

倍、全て連結すれば日本列島をおよそ１往復でき

周半出来る長さに

全国専門店、家電量販店、インターネット通販他、一部取扱いのない店舗がございます。 

周年記念事業 

に関する報道関係からのお問い合わせ先 

岡山県実行委員会事務局（岡山県土木部 監理課） 

所在地：

発売記者発表、及び認定書授与式が執り行われます。

巨大ジオラマが登場、イベ

年から販

世代で楽しめるホビ

倍、全て連結すれば日本列島をおよそ１往復でき

周半出来る長さに

 


