⑥プラＨＯゲージ

メーカー メーカーコード

品名

アクラス
GH-1102-4
ワム82000形 （ワム82400～82899） 両側ブレーキ 改造後 （S43年以降）
アクラス
GH-2051
レムフ10000形+レサ10000形 ２両セット
アクラス
GH-2052
レサ10000形 ２両セット
造形村
０系 東海道新幹線 ひかり号 ０番台・大窓仕様 ４両基本セット
造形村
０系 東海道新幹線 ひかり号 ０番台・大窓仕様 ４両増結セットA
造形村
０系 東海道新幹線 ひかり号 ０番台・大窓仕様 ２両増結セットB
造形村
０系 東海道新幹線 ひかり号 ０番台・大窓仕様 26形 （M車） 単品
造形村
DD54形 ３次型
造形村
DD54形 ５次型
造形村
DD54形 ６次型
造形村
EF13形 戦時型
造形村
EF13形 前期型
造形村
EF13形 後期型
造形村
0系 新幹線 光り前頭パーツ
造形村
0系 新幹線 床下ディテール
造形村
0系 新幹線 DCCサウンドデコーダー
トラムウェイTW-C12-S
C12形 標準タイプ
トラムウェイTW-C12-K
C12形 九州タイプ
トラムウェイTW－C59A
C59形 戦前型テンダー
トラムウェイTW-C59B
C59形 戦後型テンダー
トラムウェイTW-C60A
C60形 第１次改造車
トラムウェイTW-C60-C
C60形 東北型
トラムウェイTW-DD13-2KJT DD13形 重連寒地型 （Mなし）
トラムウェイTW-DD14-FT
DD14形 （Mなし）+前方投雪型前頭車
トラムウェイTW-DD14-ST
DD14形 （Mなし）+側方投雪型前頭車
トラムウェイTW-DD14M
DD14形 （M付）
トラムウェイTW-DD16-A
DD16形 ３～14号機
トラムウェイTW-DD16-300ＬＲ DD16形300番台 機関車（Ｍ）＋前頭車２両セット
トラムウェイTW-DD16-300Ｒ DD16形300番台 前頭車２両セット
トラムウェイTW-DD16-300Ｌ DD16形300番台 機関車（Ｍ） 単品
トラムウェイTW-K100
キ100形 単線用ラッセル車
トラムウェイTW-K550
キ550形 複線用ラッセル車
トラムウェイTW-ED11
ED11形
トラムウェイTW-ED16
ED16形
トラムウェイTW-EF58A
EF58形 小窓 試験塗装 （濃淡グリーン）
トラムウェイTW-EF58B
EF58形 小窓 青大将
トラムウェイTW-EF58C
EF58形 小窓 ブルトレ塗装 （下回りグレー）
トラムウェイTW-EF58D
EF58形 小窓 ブルトレ塗装 (下回り黒）
トラムウェイTW-EF58E
EF58形 小窓 新標準色
トラムウェイTW-EF70-2
EF70形 ２次型
トラムウェイTW-23M
キハ23形 標準色 動力付
トラムウェイTW-23M
キハ23形 標準色 動力なし
トラムウェイTW-45M
キハ45形 標準色 動力付
トラムウェイTW-53M
キハ53形 標準色 動力付
トラムウェイTW-53T
キハ53形 標準色 動力なし
トラムウェイセット販売
20系 さくら 14両セット
トラムウェイセット販売
20系 さくら 13両セット
トラムウェイTW20-006
ナハネ20形 （あさかぜ用）
トラムウェイTW20-010
ナロネ22形 （さくら用）
トラムウェイTW20-012
ナハフ２０形 曲面ガラス （さくら用）
トラムウェイTW20-013
ナハネ20形 （さくら用）
トラムウェイTW20-004
ナロ20形 （さくら用）
トラムウェイTW-7000CC
チキ7000形 特大貨物積載台付き ２両セット
トラムウェイTW-7000D
チキ7000形 積荷木材
トラムウェイTW-7000FF
チキ7000形 積荷留弾砲 ２両入り
トラムウェイTW-7000GG
自由形 チキ キット ２両セット
トラムウェイTW-25000AA
トキ25000形 アオリ戸妻構プレス鋼板タイプ ２両セット
トラムウェイTW25000DD
トキ私鉄タイプA ２両セット
トラムウェイTW-25000E
トキ25000形 積荷 塩コンテナ
トラムウェイTW-25000F
トキ25000形 積荷 車輪
トラムウェイTW-25000G
トキ25000形 積荷カバーシート付
トラムウェイTW-R6000W
レム6000形 白 塗装済キット ２両セット

定価
¥3,200
¥16,000
¥12,000
¥45,000
¥40,000
¥19,800
¥12,800
¥24,800
¥24,800
¥24,800
¥38,000
¥38,000
¥38,000
¥980
¥1,800
¥17,000
¥42,000
¥42,000
¥46,000
¥46,000
¥46,400
¥46,700
¥16,000
¥33,000
¥33,000
¥27,500
¥24,800
¥43,800
¥23,900
¥24,800
¥9,900
¥9,900
¥24,800
¥27,000
¥29,500
¥29,000
¥29,000
¥29,000
¥28,500
¥28,000
¥22,000
¥12,000
¥21,000
¥22,000
¥12,000
¥138,600
¥123,700
¥8,900
¥8,900
¥11,900
¥8,900
¥8,900
¥10,300
¥6,100
¥10,900
¥6,800
¥8,900
¥8,600
¥6,100
¥6,100
¥5,700
¥6,900

