2014年6月3日 改定

株式会社アドバンス

商品カタログ

掲載商品は、日本型Zゲージ向け、Ｎゲージ向けの商品になります。
ストラクチャーはほとんどがペーパー製ですが、商品の一部、または全部
にアクリル等を使用している場合がございます。
いずれもレーザー加工製品になりましてお客様組立品となっております。
現在は、日本型Zゲージ向け、Ｎゲージ向けペーパーストラクチャーキット
が主ですが他ゲージの展開も予定しております。

製造・販売元 株式会社アドバンス
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3-3-4
TEL 03-5622-7922
FAX 03-5622-7923
E-mail：info@advanceltd.co.jp
URL：http://www.advanceltd.co.jp

Ｚ

品番が

０×××

はＺゲージ向けの商品になります

ゲージ

JANコード 4582439970018

品番 0001

商品名称

参考上代 900円（税別）

単線用トンネルポータル（コンクリート）２組入
グレー色のアクリルを使用しています。
トンネル内壁が貼り易いアダプター付です。
アクリル対応の接着剤をご使用ください。

Zゲージ向け

JANコード 4582439970025

品番 0002

商品名称

アクリルキット

サイズ（内寸）：約高さ34×幅25㎜

参考上代 1200円（税別）

複線用トンネルポータル（コンクリート）２組入
グレー色のアクリルを使用しています。
トンネル内壁が貼り易いアダプター付です。
アクリル対応の接着剤をご使用ください。

Zゲージ向け

JANコード 4582439970032

品番 0003

商品名称

アクリルキット

サイズ（内寸）：約高さ36×幅50㎜

参考上代 900円（税別）

単線用トンネルポータル（レンガタイプ）２組入
レンガ色のアクリルを使用しています。
トンネル内壁が貼り易いアダプター付です。
アクリル対応の接着剤をご使用ください。

Zゲージ向け

JANコード 4582439970049

品番 0004

商品名称

アクリルキット

サイズ（内寸）：約高さ34×幅25㎜

参考上代 1200円（税別）

複線用トンネルポータル（レンガタイプ）２組入
レンガ色のアクリルを使用しています。
トンネル内壁が貼り易いアダプター付です。
アクリル対応の接着剤をご使用ください。

Zゲージ向け

1

アクリルキット

サイズ（内寸）：約高さ36×幅50㎜

※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

品番 0005

商品名称

JANコード 4582439970056

参考上代 600円（税別）

バス停と待合小屋２組入
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
待合小屋２個とバス停が４本完成します。

Zゲージ向け

品番 0006

商品名称

ペーパーキット

サイズ：約W15×D10×H12

JANコード 4582439970063

参考上代 600円（税別）

交番
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
赤色のマジックペンをご用意ください。

Zゲージ向け

品番 0007

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970070

サイズ約W24.4×D23.6×H14.3

参考上代 600円（税別）

昭和の派出所
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
赤色のマジックペンをご用意ください。

Zゲージ向け

品番 0008

商品名称

ペーパーキット

サイズ：約W20×D25×H16.3

JANコード 4582439970087

参考上代 600円（税別）

公衆便所
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
駅前や公園などちよっとしたスペースに。

Zゲージ向け

品番 0009

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970094

サイズ：約W22×D25×H14.6

参考上代 600円（税別）

小型倉庫（２個入）
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
小型倉庫が2個完成します。

Zゲージ向け

2

ペーパーキット

サイズ約W17.4×D13.2×H13.2

※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

品番 0010

商品名称

JANコード 4582439970100

参考上代 600円（税別）

保線詰所
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。

Zゲージ向け

品番 0011

商品名称

ペーパーキット

サイズ約W33.4×D13.6×H14.4

JANコード 4582439970117

参考上代 600円（税別）

ブロック塀A 5枚入
透かしブロックも再現しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
デザインナイフ等で切離してご使用ください。

Zゲージ向け

品番 0012

商品名称

ペーパー製

JANコード 4582439970124

サイズ：約W62×D0.8×H8mm

参考上代 600円（税別）

ブロック塀B 5枚入
低めのブロック塀。透かしブロックも再現しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
デザインナイフ等で切離してご使用ください。

Zゲージ向け

品番 0013

商品名称

ペーパー製

JANコード 4582439970131

サイズ：約W62×D0.8×H5mm

参考上代 600円（税別）

石塀A 5枚入
ブロックではなく石板を使用した塀です。
塗装なしでもご利用頂けます。
デザインナイフ等で切離してご使用ください。

Zゲージ向け

品番 0014

商品名称

ペーパー製

JANコード 4582439970148

サイズ：約W65.5×D0.8×H8mm

参考上代 600円（税別）

板塀A 5枚入
ブロックを基礎にした板塀です。
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。

Zゲージ向け

3

ペーパーキット

サイズ：約W62×D1.2×H7mm

※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

JANコード 4582439970155

品番 0015

商品名称

参考上代 600円（税別）

木製線路柵 5枚入
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
デザインナイフ等で切離してご使用ください。

Zゲージ向け

ペーパー製

サイズ：W64.5×D0.4×H7.5mm

JANコード 4582439970162

品番 0016

商品名称

参考上代 600円（税別）

門セットA
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
屋根のあるタイプから石柱まで７種類完成します。

Zゲージ向け

ペーパーキット

JANコード 4582439970179

品番 0017

商品名称

参考上代 600円（税別）

門セットB

カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
屋根のあるタイプから石柱まで６種類完成します。
Zゲージ向け

品番 0018

商品 名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970186

参考上代 800円（税別）

ボンネ ット バス（ 中扉 ）
ペーパー製ですが完成しますと十分強度があります。
塗装やパテ盛り等の追加加工が容易に行えます。

Zゲージ向け

品番 0019

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970193

参考上代 800円（税別）

ボンネットバス（前扉）

ペーパー製ですが完成しますと十分強度があります。
塗装やパテ盛り等の追加加工が容易に行えます。

Zゲージ向け

4

ペーパーキット
※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

品番 0020

商品名称

JANコード 4582439970209

看板建築

参考上代 900円（税別）

商店A

角地に置けるタイプの看板建築商店です。
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
Zゲージ向け

品番 0021

商品名称

ペーパーキット

サイズ：約W32×D41×H36mm

JANコード 4582439970216

参考上代 900円（税別）

看板建築

商店B

角地に置けるタイプの看板建築商店です。
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
Zゲージ向け

品番 0022

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970223

看板建築

サイズ：約W32×D41×H36mm

参考上代 900円（税別）

商店C

看板建築の商店です。
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
Zゲージ向け

品番 0023

商品 名称

ペーパーキット

サイズ：約W29×D39×H36mm

JANコード 4582439970230

参考上代 900円（税別）

看板建 築

商店D

看板建築の商店です。
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
Zゲージ向け

品番 0024

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970247

看板建築

サイズ：約W29×D39×H36mm

参考上代 900円（税別）

商店E

看板建築の商店です。
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
Zゲージ向け

5

ペーパーキット

サイズ：約W29×D39×H36mm

※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

品番 0025

商品名称

JANコード 4582439970254

参考上代 1200円（税別）

木造アパート
昭和のアパートです。
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。

Zゲージ向け

品番 0026

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970261

サイズ：約W75×D29×H30mm

参考上代 1200円（税別）

モルタル造アパート
昭和のアパートです。
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。

Zゲージ向け

品番 0027

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970278

サイズ：約W75×D29×H30mm

参考上代 900円（税別）

電装・自動車修理・ハイヤー営業所

カラー硬質紙を使用していますので塗装なしでもご利用頂けます。
看板を「なかむら電装」「佐藤モーターズ」「たなかハイヤー」
３種類からお好みで選択頂けます。
Zゲージ向け

品番 0028

商品 名称

ペーパーキット

サイズ：約W42×D31×H20mm

JANコード 4582439970285

参考上代 900円（税別）

平屋 戸建 住宅
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
複数戸並べると町営住宅になります。

Zゲージ向け

品番 0029

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970292

サイズ：約W39×D33×H24mm

参考上代 2300円（税別）

給炭槽
カラー硬質紙を使用しています。
塗装なしでもご利用頂けます。
2槽縦列が一般的だったようです。

Zゲージ向け

6

ペーパーキット

サイズ：約W39×D43×H49mm
（はじご部分を除く）

※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

JANコード 4582439970308

品番 0030

商品名称

参考上代 4600円（税別）

ガントリークレーン

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
ロクハン製レール4本分のスパンです。
片側支柱がストレートですので配置も容易です。
Zゲージ向け

ペーパーキット

JANコード 4582439970315

品番 0031

商品名称

サイズ：約W134×D46×H82mm
（レール部分を除く）

参考上代 1300円（税別）

給砂塔

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です
主に蒸気機関車に給砂するための設備です。
別売りの砂焼小屋とを結ぶパイプ（ペーパー製）が付属します。
Zゲージ向け

ペーパーキット

JANコード 4582439970322

品番 0032

商品名称

サイズ：約W38×D9×H52mm
(土台部分は約9×9mm)

参考上代 1100円（税別）

砂焼小屋

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
建物横の囲われたスペースは砂置き場です。
建物内で砂を炒り、圧縮空気で給砂塔へ送ります。
Zゲージ向け

品番 0033

商品 名称

ペーパーキット

サイズ：約W81×D30×H29mm

JANコード 4582439970339

参考上代 1100円（税別）

機関 区風 呂場

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
機関区を構成する建物としては外せない風呂場です。

Zゲージ向け

品番 0034

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970346

サイズ：約W45×D30×H23mm

参考上代 3600円（税別）

精炭ポケット（石炭積込場）

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
通称石炭ホッパーで貨車３両分の長さになります。
複数個使用した縦列配置や複線配置も可能です。
Zゲージ向け

7

ペーパーキット

サイズ：約W128×D25×H79mm

※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

JANコード 4582439970353

品番 0035

商品名称

参考上代 1100円（税別）

島式ホーム直線110mm(2本入）
カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
ホーム幅33.6mm、線路間隔50mmになります。

Zゲージ向け

品番 0036

商品名称

ペーパーキット

サイズ：約W110×D33.6×H9.5mm

JANコード 4582439970360

参考上代 800円（税別）

島式ホーム終端（1本入）

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
組立時に左右広がり方向を選択できます。

Zゲージ向け

ペーパーキット

JANコード 4582439970377

品番 0037

商品名称

サイズ：約W165×D33.6×H9.5mm

参考上代 900円（税別）

島式ホーム屋根110mm（1本入）

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
ホームは別売です。島式ホームと併せてご利用ください。

Zゲージ向け

品番 0038

商品 名称

ペーパーキット

サイズ：約W110×D33×H23mm

JANコード 4582439970384

参考上代 800円（税別）

ホー ム向 アク セサリ ーA

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
ホーム待合室と駅名看板、木製ベンチになります。
小さい部品が多いので組立時に洗濯バサミがあると便利です。
Zゲージ向け

品番 0039

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970414

待合室サイズ：
約W36×D14×H15mm

参考上代 1700円（税別）

信号所

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
近くに「0008 公衆便所」を置いてはいかがでしょうか。
Zゲージ向け
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ペーパーキット

サイズ：約W45×D30×H45mm

※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

JANコード 4582439970421

品番 0040

商品名称

参考上代 2600円（税別）

機関区事務所
カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
機関区事務所ですが町役場にも使えそうです。

反対側
Zゲージ向け

ペーパーキット

JANコード 4582439970438

品番 0041

商品名称

サイズ：約W73×D37×H38mm

参考上代 1000円（税別）

機関区教習所

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
２棟連棟も良い雰囲気です。

Zゲージ向け

ペーパーキット

JANコード 4582439970445

品番 0042

商品名称

サイズ：約W53×D23×H21mm

参考上代 1700円（税別）

給水塔

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
給水スポートとポンプ小屋、給水塔のセットです。

Zゲージ向け

品番 0043

商品 名称

ペーパーキット

給水塔サイズ：
約W38×D30×H91mm

JANコード 4582439970452

参考上代 900円（税別）

総二 階戸 建住 宅（赤 屋根 ）

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
屋根の色違いで３種類発売しています。

Zゲージ向け

品番 0044

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970469

サイズ：約W38×D28×H31mm

参考上代 900円（税別）

総二階戸建住宅（青屋根）

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
屋根の色違いで３種類発売しています。
Zゲージ向け
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ペーパーキット

サイズ：約W38×D28×H31mm

※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

JANコード 4582439970476

品番 0045

商品名称

参考上代 900円（税別）

総二階戸建住宅（緑屋根）

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
屋根の色違いで３種類発売しています。
Zゲージ向け

品番 0046

商品名称

ペーパーキット

サイズ：約W38×D28×H31mm

JANコード 4582439970483

参考上代 800円（税別）

島式ホーム直線（アクリル完成品）

レーザーカットしたアクリル板を積層した島式ホームです。

Zゲージ向け

品番 0047

商品名称

アクリル完成品

サイズ：約W110×D33.6×H10mm

JANコード 4582439970490

参考上代 800円（税別）

島式ホーム直線屋根取付（アクリル完成品）

レーザーカットしたアクリル板を積層した島式ホームです。

Zゲージ向け

品番 0048

商品 名称

アクリル完成品

サイズ：約W110×D33.6×H10mm

JANコード 4582439970506

参考上代 900円（税別）

島式 ホー ム終 端右分 岐（ アク リル完成品）

レーザーカットしたアクリル板を積層した島式ホームです。
Zゲージ向け

品番 0049

商品名称

アクリル完成品

JANコード 4582439970513

サイズ：約W165×D33.6×H10mm

参考上代 900円（税別）

島式ホーム終端左分岐（アクリル完成品）

レーザーカットしたアクリル板を積層した島式ホームです。

Zゲージ向け
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アクリル完成品

サイズ：約W165×D33.6×H10mm

※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

品番 0050

商品名称

JANコード 4582439970544

参考上代 3200円（税別）

テルハ吊下げタイプ基本セット

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
手押台車ごと吊下げてホーム間を移動させるテルハです。
両端の２棟のセットになります。
ペーパーキット

Zゲージ向け

品番 0051

商品名称

JANコード 4582439970551

搭サイズ
約W18.1×D26.5×H52mm

参考上代 1800円（税別）

テルハ吊下げタイプ増結セット

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
手押台車ごと吊下げてホーム間を移動させるテルハです。
中間用の１塔と桁のセットです。基本セットと組合せます。
ペーパーキット

Zゲージ向け

品番 0052

商品名称

JANコード 4582439970575

搭サイズ
約W18.1×D26.5×H52mm

参考上代 1200円（税別）

詰所（コンクリート造）

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
屋上の看板は写真の他に「安全第一・整理整頓」が付属。

ペーパーキット

Zゲージ向け

品番 0053

商品 名称

JANコード 4582439970582

サイズ：約W58×D24×H31mm

参考上代 2800円（税別）

木造 駅舎

木造駅舎です。
Zゲージ向け

品番 0054

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970612

サイズ：約W87×D52×H30mm

参考上代 800円（税別）

車両清浄機

アクリルとペーパーから構成されたキットです。

Zゲージ向け
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アクリル・ペーパー複合キット サイズ：約W28×D8×H26mm
※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

品番 0055

商品名称

JANコード 4582439970629

扇形機関庫外壁

参考上代 4400円（税別）

基本キット

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
手押台車ごと吊下げてホーム間を移動させるテルハです。
両端の２棟のセットになります。
Zゲージ向け

品番 0056

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970636

扇形機関庫外壁

搭サイズ
約W18.1×D26.5×H52mm

参考上代 2500円（税別）

増結キット

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
手押台車ごと吊下げてホーム間を移動させるテルハです。
中間用の１塔と桁のセットです。基本セットと組合せます。
Zゲージ向け

品番 0057

ペーパーキット

搭サイズ
約W18.1×D26.5×H52mm

JANコード 4582439970575

参考上代 000円（税別）

商品名称
計画中。

Zゲージ向け

品番 0058

アクリル完成品

JANコード 4582439970582

サイズ：約W58×D24×H31mm

参考上代 000円（税別）

商品 名称
計画中。

Zゲージ向け

品番 0059

アクリル完成品

JANコード 4582439970612

サイズ：約W87×D52×H30mm

参考上代 000円（税別）

商品名称
計画中。

Zゲージ向け
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ペーパーキット

サイズ：約W28×D8×H26mm

※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

品番 0060

商品名称

JANコード 4582439970629

扇形機関庫外壁

参考上代 000円（税別）

基本キット

計画中。

Zゲージ向け

品番 0061

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970636

扇形機関庫外壁

参考上代 000円（税別）

増結キット

計画中。

Zゲージ向け

品番 0062

ペーパーキット

JANコード 4582439970575

参考上代 000円（税別）

商品名称
計画中。

Zゲージ向け

品番 0063

アクリル完成品

JANコード 4582439970582

サイズ：約W58×D24×H31mm

参考上代 000円（税別）

商品 名称
計画中。

Zゲージ向け

品番 0064

アクリル完成品

JANコード 4582439970612

サイズ：約W87×D52×H30mm

参考上代 000円（税別）

商品名称
計画中。

Zゲージ向け
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ペーパーキット

サイズ：約W28×D8×H26mm

※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

Ｎ

品番が

１×××

はＮゲージ向けの商品になります。

ゲージ

品番 1001

商品名称

JANコード 4582439970391

参考上代 4700円（税別）

給炭槽

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
蒸気機関車に石炭を補充する設備です。
国内大手２社の複線規格に沿っています。
Ｎゲージ向け

品番 1002

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970407

サイズ：約W66×D63×H72mm

参考上代 9500円（税別）

ガントリークレーン

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
石炭を給炭槽に補充する設備です。
国内大手２社の線路規格で４本収まります。
Ｎゲージ向け

品番 1003

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970520

クレーン本体サイズ
約W201×D73×H129mm

参考上代 3800円（税別）

給砂塔と砂焼き小屋

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
蒸気機関車に砂を補充する設備です。
小屋で砂を乾燥させて圧縮空気で塔に圧送していました。
Ｎゲージ向け

品番 1004

商品 名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970537

塔サイズ：約W45×D30×H60mm
小屋サイズ約W84×D31×H32mm

参考上代 7800円（税別）

給水 塔

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
大型の給水塔です。
パイプの表現に真鍮棒とプラ棒を、土台はアクリル板です。
Ｎゲージ向け
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ペーパーキット

サイズ：約W112×D112×H190mm

※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

品番 1005

商品名称

JANコード 4582439970568

参考上代 4700円（税別）

新式複線形給炭槽

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
溶接技術の向上により戦後に多くみられたタイプの給炭槽です。
国内大手２社の複線規格に沿っています。
Ｎゲージ向け

品番 1006

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970599

サイズ：約W75×D102×H77mm

参考上代 9500円（税別）

跨線テルハ

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
かつて主要駅には欠かせない設備でした。
桁の長さはお好みで調節できます。
Ｎゲージ向け

ペーパーキット

JANコード 4582439970605

品番 1007

商品名称

塔サイズ約W38×D26×H96mm
桁は調整可（最大135mm）

参考上代 3800円（税別）

木造駅舎北海道タイプ

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
TOMIX4002木造駅舎と差替えてご使用いただけます。

Ｎゲージ向け

品番 1008

商品名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970643

サイズ：約W131×D76×H59mm

参考上代 9800円（税別）

木造扇形機関庫

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
KATO 20-283 電動ターンテーブルと124mmの直線線路が4本必要です。
４線分の木造扇形庫で増線は不可です。
Ｎゲージ向け

品番 1009

商品 名称

ペーパーキット

JANコード 4582439970650

サイズ：約W300×D204×H120mm

参考上代 3800円（税別）

新式 単線 形給 炭槽

カラー硬質紙を使用していますので塗装不要です。
単線用の給炭槽です。
Ｎゲージ向け
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ペーパーキット

サイズ：約W134×D45×H67mm

※当カタログに記載の仕様等は改良のため予告なく変更することがございます。
※当カタログに記載されている内容の全部又は一部を無断で利用・転載することを禁止します。
※当カタログは事業者間取引向けに作成しています。

