
アニアアニアwithwith 2022

アニア『ジュラシック・ワールド』
 シリーズ登場！
アニア『ジュラシック・ワールド』
 シリーズ登場！

©2020 Gullane（Thomas） Limited.
©2020 HIT Entertainment Limited.
©2022 Gullane（Thomas） Limited.
©2022 HIT Entertainment Limited.

※動画コンテンツはご利用の携帯端末によっては再生できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※ご利用に掛かるパケット通信料は、お客様負担となります。　© TOMY

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

うごかせる
立体動物図鑑
うごかせる
立体動物図鑑

トミカへGO! プラレールへGO! アニアへGO!



つかいかたガイド

今すぐ見たいおもちゃのページへGO！
ボタンを押して気になるページへジャンプ

カンタン！
 ジャンプ！
カンタン！
 ジャンプ！

アニアアニアwithwith

ページを開いた時に黄色く点滅するおもちゃもタップしてみよう！

点滅
おもちゃが

詳しい情報
がわかる！

おもちゃ
が買える！

楽しい映像
 が観られる！

おすすめ トミカワールド アニアとは

レール トミカタウン 動物・恐竜・
昆虫単品フィギュア

情景 ジョブレイバー ギフトセット

セット商品 はじめてトミカ・
トミカDIY セット商品

車両 トミカ
No.1～No.150 ジュラシック・ワールド

アニアグッズ特別なプラレール ギフトセット

シンカリオンZ キャラクタートミカ ゴーゴー！ びーくるずー

きかんしゃトーマス tomica ライセンスグッズ



キミが運転！
トミカわくわくドライブ

変形出動！ ビッグファイヤー＆
コマンドステーション

JB01　ポリスブレイバー 
日産 NISSAN GT-R パトロールカー

夢中をキミに！
プラレールベストセレクションセット　

まちやどうろがいっぱい！
トミカタウンセット（トミカ付き）

4,950円（税込）

5,500円（税込）

9,350円（税込）7,480円（税込）

2,970円（税込）

新幹線変形ロボ シンカリオンＺ 
シンカリオンＺ アルファエックス　

6,050円（税込）

※セット内容以外は別売です。※セット内容以外は別売です。

※セット内容以外は別売です。※セット内容以外は別売です。



サウンドチェンジ！
マイステーション ４ＷＡＹ　

トミカを運ぼう！
サクサクつみおろしターミナル　

アニア　どうぶつあつまれ！
ガチャっとコロコロツリー アニア図鑑　はじめてシリーズ (全3種)

さぁ、おもちゃの冒険にしゅっぱつだ！

かっこ
いいなー！
かっこ
いいなー！
かっこ
いいなー！
かっこ
いいなー！
かっこ
いいなー！
かっこ
いいなー！
かっこ
いいなー！

7,480円（税込）5,500円（税込）

7,700円（税込）

各3,850円（税込）5,665円（税込）

※プラレール車両、レール、ブロック橋脚、
　プラキッズ、トミカ（ミニカー）は別売です。 ※トミカ（ミニカー）は別売です。

※セット内容以外は別売です。※セット内容以外は別売です。※セット内容以外は別売です。

きかんしゃトーマス
蒸気がシュー！ でっかいトーマス

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

7,920円（税込）

アニア　ジュラシック・ワールド
蹴散らせ！ 最強Ｔ-レックス

©2020 Gullane（Thomas） Limited.
©2020 HIT Entertainment Limited.
©2022 Gullane（Thomas） Limited.
©2022 HIT Entertainment Limited.※セット内容以外の車両・レール・情景は別売です。※セット内容以外の車両・レール・情景は別売です。 ※セット内容以外は別売です。※セット内容以外は別売です。



レバー

①きみのまち駅に車両を停めよう ②中間車のドアを開こう ③レバーを倒してお客さんを降ろそう

5,500円（税込）　単3形乾電池1本使用（別売）
レイアウトサイズ：幅1480×奥行700×高さ130mm

※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。プラレールで遊ぶときは髪の毛をまきこまれないように気を付けてください。

きみのまち駅 踏切 鉄橋

坂レール 立体交差 レール分岐

これからはじめるキミにぴったり！これからはじめるキミにぴったり！これからはじめるキミにぴったり！これからはじめるキミにぴったり！これからはじめるキミにぴったり！
ボリューム満点 オールインワン！ボリューム満点 オールインワン！

レール

情 景

車両

今年は
コレ！



※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。プラレールで遊ぶときは髪の毛をまきこまれないように気を付けてください。
※「プラレール鉄道」「スピードジェット」「クロスライナー」は架空の設定です。画像は合成を加えています。

営業運転
最高速度：10

0km/h  
 設計最高

速度：150
km/h

都市内を走行する通勤特急車両。通勤・通学に合わせ通常運行区間内で特急運転を行うため、
プラレール鉄道の中でNo.1の編成本数を誇り、目にする機会も多い。車両に走る青いラインは全国

に張り巡らせた路線をイメージしており、路線網をクロスしながら縦横無尽に走行する、ということから
クロスライナーと名付けられた。ラインは車体のライトや方向幕なども取り込まれたデザインとなっており、

夜間や地下鉄内走行時にはライン上を光が走っているように見える未来的なデザインが強調される。

走行シーンを
見てみよう！

プラレール
鉄道に新型

車両登場！
！

プラレール
鉄道に新型

車両登場！
！



7,480円（税込）　単3形乾電池1本使用（別売）
レイアウトサイズ：幅1010×奥行780×高さ90mm

セット内容

プラレー
ルプラレー
ルプラレー
ルプラレー
ル

トミカトミカトミカトミカ フォーク
リフトフォーク
リフトフォーク
リフトフォーク
リフト

3種のビークルをサクサク操作！3種のビークルをサクサク操作！

車両到着！
貨物がオー

プン

フォークリ
フトがレバ

ーで動く！

走行させた
ら、ターミ

ナルに停車

フォークリ
フトで降ろ

して、

トミカ発車

※セット内容以外のレール、情景は別売です。

※トミカ（ミニカー）は別売です。    

すぐにあそべる
オールインワン！

プラレール鉄道

パワーカーゴ



5,500円（税込）　単4形乾電池3本使用（別売）

44 つのつの駅に変形駅に変形 サウンドチェンジサウンドチェンジ&&

サウンドチェ
ンジ！サウンドチェ
ンジ！

駅の形で停車・発車の
サウンドが変わる！

乗り換えの方はお急ぎ下さい！乗り換えの方はお急ぎ下さい！

各駅停車、発車しまーす！各駅停車、発車しまーす！

※プラレール車両、レール、ブロック橋脚、プラキッズ、トミカ（ミニカー）は別売です。

行き先はどちらですか
？行き先はどちらですか
？

指定席2枚ください！指定席2枚ください！

たてものブロックを変えてもサウンドが変わる！
自分だけの駅に！
「たてものブロック」を替えてもサウンドが変わる！
自分だけの駅に！

※「ワイドステーション」と「ロングステーション」の
　音声パターンは同じです。

と遊ぼう！

ベストセレクションの
「たてものブロック」を
組み合わせると
特別なサウンドが！

※E6系新幹線こまち、プラキッズ、
　トミカ（ミニカー）は別売です。

サウンドもりだくさん
！サウンドもりだくさん
！

全31種類！！全31種類！！



車両をかっこよくしちゃおう！車両をかっこよくしちゃおう！ヒーロー



トンネルトンネル
踏切踏切

すれ違いすれ違い

置くだけのトンネルは最初の情景にぴったり！
ライト付きの車両もかっこよくなるね！

下の方から踏切を通る車両を
見てごらん！すごいはくりょくだよ！

ストップレールを使って、
交差するタイミングを合わせてみよう！

立体交差立体交差

100100100100 ！！倍倍レールレール

複線レールを使って、
夢のすれ違いを楽しもう！

※光はイメージです。

わぁ、すごーい！

レールをつなげて、車両と一緒にでかけよう！
ドキドキ、ワクワクの冒険に出発進行！



ポイントレールで
交差・分岐
させてみよう！

プラレールレール部品

どう作ろう…
　　なに作ろう…

再生材料を50%以上
使用しました。

３85円（税込）R-01

直線レール（4本入）

３85円（税込）ECO

エコ直線レール（４本入）

直線のなかま 行き先をきりかえる
なかま

複線のなかま曲線のなかま

1,320円（税込）R-16

自動ポイントレール
（1/2直線レール1本付）

ポイントが自動で切り替わる！レバ
ーで手動でも遊べるよ！

1,100円（税込）R-19

自動ターンアウトレール
（ターンアウトレール（L）1本・
1/2直線レール1本付）

車両が通ると自動的にポイントが
切り替わる。固定することもできるよ！

プラレールの基本。
まっすぐなレールだよ！

440円（税込）R-11

ターンアウトレール（L・R各1本入）

直線から左右どちらかに分かれる
レイアウトを作るときに使うよ！

440円（税込）R-12

8の字ポイントレール（L・R各1本入）

左右にカーブして分かれるポイントレール。
曲線レールにつなぐと8の字になるよ！

550円（税込）R-17

3分岐ポイントレール（A・B各1本入）

直線と左右両側の3方向に分岐す
るポイントレールだよ！

660円（税込）R-14

交差ポイントレール（1/2直線レール4本付）

ポイント切り替えで、車両の方向を
自由に変えられるよ！

550円（税込）R-22

Y字ポイントレール（A・B各1本入）

プラキッズ駅とストップレールを組み
合わせて島式ホームが作れるよ！

３85円（税込）R-02

1/2直線レール（6本入）

直線レールの半分の長さだよ！

770円（税込）R-07

2倍直線レール（4本入）

直線の長さが2倍なので、長いレイ
アウトがらくらくできるよ！

３85円（税込）R-20

1/4直線レール（3種各3本入）

レールの最後が凸と凸、凹と凹に
なったときに使うよ！

550円（税込）R-08

ストップレール（2本入・車止め2個付）

レバーで車両を止めたり、
発車させたりするよ！

990円（税込）R-25

地下直線レール

サウンド駅などと重ねたり、つなげ
たりして遊べるよ！

青の直線レールと同じよ
うに使えるよ！

３85円（税込）R-03

曲線レール（4本入）

３85円（税込）ECO

エコ曲線レール（４本入）

8本つなぐと円になるよ！

880円（税込）R-04

複線直線レール（4本入・架線柱3個付）

複線曲線レールと組み合わせて、
複線レイアウトが作れるよ！

880円（税込）R-05

複線曲線レール（4本入・架線柱3個付）

複線のレイアウトを作れるよ！

440円（税込）R-13

単線・複線ポイントレール（A・B各1本入）

レールを単線から複線にするとき
に使うよ！

660円（税込）R-24

複線わたりポイントレール（2本入）

となりの路線に渡れるレールだよ！

715円（税込）R-15

複線幅広ポイントレール（A・B各1本入）

複線レールの幅とY字ポイントレー
ルの幅をつなぐポイントレールだよ！

990円（税込）R-28

複線ターンアウトレール（Ｌ・Ｒ各1セット入）

複線レイアウトで使える
ターンアウトレールだよ！

660円（税込）R-21

2倍曲線レール（4本入）

1本で曲線レールの2倍！
4本つなぐと円になるよ！

440円（税込）R-09

複線外側曲線レール（4本入）

複線曲線レールの外側と同じ曲線が
作れるよ！

770円（税込）R-23

まがレール

左右に自由にまげられる！3本つな
ぐと円になるよ！

660円（税込）R-10

Uターンレール（信号機1個付）

ブロック橋脚（J-14,J-22）を使って
高架にできる特別色のレールだよ！

青の曲線レールと同じよ
うに使えるよ！

（B）

（A）

（B）

（A）

（B）

（A）

（L） （R）

（B）

（A）

↑凹凸ジョイント

↑凹凹ジョイント

↑凸凸ジョイント

770円（税込）R-06

ニュー坂レール
（2本入・ブロック橋脚2個付）

770円（税込）R-26

高架直線レール
（レール2本入・ブロック橋脚
［グレー］2個・架線柱2本付）

高架のなかま

直線レール1本を間にはさむと
簡単に高架を作れるよ！

1,540円（税込）R-18

坂曲線レール
（A・B各4本入 ミニ橋脚12個付）

曲がりながら坂を
のぼったりおりたりできるよ！

高架レイアウトを作れるよ！

770円（税込）R-27

高架曲線レール
（レール2本入・ブロック橋脚
［グレー］2個・架線柱2本付）

高架レイアウトを作れるよ！

（A） （B）

（L）

（R）

（L） （R）

情景パーツが
入っています

レイアウトに迷ったら！



プラキッズ
3体入り

2,420円（税込）J-13

サウンド駅

駅・信号 トンネル高架・橋ふみきり

駅の音が入っているよ！2つ重ねて
2階建ての駅もつくれる！

880円（税込）J-01

トンネル

直線レールや曲線レールの上に
おいて、山の中をくぐりぬけよう！

1,540円（税込）J-02

のびるトンネル

1/2直線レールから直線レール2
本分まで伸び縮みするよ！

1,650円（税込）J-24

車両基地（直線レール［グレー］2本・
車止め［グレー］2個付）

2編成分の車両基地だよ！

1,100円（税込）J-06

操車場

3編成の車両が停車するよ！どこに
とめるかレバーで選ぼう！

990円（税込）J-07

洗車場

洗車機がまわって車両をおそうじ！

880円（税込）J-08

ニュー転車台

レバーを動かすと転車台が
グルグルまわる！

550円（税込）J-09

車庫（2個入）

車両のおうちだよ！操車場や車両
基地にあわせてみよう！

1,320円（税込）J-12

つなげよう！くみかえこせんきょう

いろいろな形にこせんきょうを
組み替えられるよ！

1,980円（税込）J-25

プラキッズ橋上駅

2階部分に改札口がある駅だよ！

1,760円（税込）J-28

プラキッズ駅セット

駅員さんと整備士さんが入った駅だよ！

2,200円（税込）J-26

ホームドアステーション

発車レバーのゴー・ストップに
合わせてホームドアが開閉するよ！

1,320円（税込）J-10

信号機（ストップレール1本付）

信号のライトが赤青に光る！

2,200円（税込）J-11

つなげよう！くみかえプラレール駅

880円（税込）J-17

ニュー踏切

車両が通るとしゃ断機がおりるよ！

1,320円（税込）J-23

トミカが発車！プラレールのお店
車両通過で
トミカが
自動発車するよ！

990円（税込）J-18

小さな踏切

車両が通るとチリンチリン♪音がな
るよ！1/2直線レールの長さだよ！

880円（税込）J-14

ブロック橋脚（6個入）

高架がつくれるよ！何段にも積み
重ねられるよ！

880円（税込）J-15

ミニ橋脚（16個入）

4つ重ねるとブロック橋脚1個分！
坂曲線レールとも使えるよ！

1,100円（税込）J-22

複線ブロック橋脚（6個入）

複線の高架を作れるよ！

550円（税込）J-03

小さな鉄橋（直線レール1本付）

橋を渡ろう！鉄橋枠は上下逆さに
組めるよ！

990円（税込）J-04

大きな鉄橋（直線レール2本付）

J-03の2倍の長さ！2セットあると
交差もできるよ！

880円（税込）J-05

はね橋

車両が通ると橋がおりるよ！

1,540円（税込）J-21

大きな踏切

直線レール1.5本分の長さだよ！
車両が通るとしゃ断機がおりるよ！

1,760円（税込）J-27

プラキッズふみきりセット

てっちゃんたちが入ったふみきりだよ！

1,100円（税込）J-16

複線踏切

車両が通るとしゃ断機がおりるよ！

2,750円（税込）J-19

プラキッズサウンドふみきりセット

レバーをまわして
プラキッズをわたらせよう！

人気のシーン

単3形乾電池2本使用（別売） 

※車両、発展用のレール部品は別売です。

※車両、発展用のレール部品は別売です。 ※車両、レールは別売です。

単3形乾電池2本使用（別売） 

2,750円（税込）J-20

オート踏切

車両が踏切を通ると
トミカが自動で発車する！
※車両、トミカ（ミニカー）、プラキッズ、
　発展用のレール部品は別売です。

単4形乾電池2本使用（別売）
※ライトはイメージです。
単4形乾電池2本使用（別売）
※ライトはイメージです。

プラキッズ
入り

プラキッズ
入り

プラキッズ
入り

●情景部品は　 の通しナンバー、レール部品は　 の通しナンバーになっています。お買い求めの際は、この通し
　ナンバーを目印にしてください。

RJ

※車両により、一部使用できないレール、情景部品がございます。　※写真の軌跡はイメージです。

プラレールの
情景・レールは
どのプラレールシリーズ
でも遊べます。

情景を追加して
車両をかっこよく
しちゃおう！

情景を追加して
車両をかっこよく
しちゃおう！

ライトが点灯（点滅）します サウンド機能付き（アクションにあわせ音が鳴ります）

レールが入っています 情景パーツが入っています プラキッズが入っています

※発展用のレール部品は別売です。

プラキッズ
3体入り

アイコンのみかた

※車両、発展用のレール部品、プラキッズは別売です。

3通りの遊び方が
できるよ！

※車両、レール、トミカ（ミニカー）、
　プラキッズは別売です。

プラレール情景部品



車両・レール・情景が全て入ったオールインワンセット！
好きな車両と始められるレールキット！

２種類の坂で楽しもう！
立体のぼりおりレールキット 3,520円（税込）

乾電池不要

立体的なレイアウトにステップアップ！

※車両は別売です。

かっこよく走らせよう！
新幹線 Ｎ７００Ｓベーシックセット 4,400円（税込）

単3形乾電池1本使用（別売）

大人気の新幹線 N700Sのオールインワンセット！

10のレイアウトがつくれる！
ベーシックレールセット 3,300円（税込）

乾電池不要

たくさんのレールと人気の情景が入ったセット！

2

1

3 4

6 7 8 9 10

5
10種類の
レイアウトが
組める

10種類の
レイアウトが
組める

（駅・踏切・トンネル）

駅に停車！ トンネルをくぐる！ 踏切を通過！
レイアウトサイズ:幅1640×奥行690×高さ90mm

レイアウトサイズ:幅940×奥行750×高さ80mm

レイアウトサイズ:幅940×奥行510×高さ90mm

曲線の坂

※車両は別売です。

直線の坂

直線・曲線レールではじめよう！
スタートレールキット 2,200円（税込）

乾電池不要

簡単なレイアウトだから、はじめてにぴったり！

「つなげレール」は2通りの使い方ができるよ！
レイアウトサイズ:幅1100×奥行910mm

色んなレイアウトが
簡単に組める！
色んなレイアウトが
簡単に組める！

※車両、トミカ（ミニカー）は別売です。

踏切！
他のレイアウトと

つながる！

新幹線 N700S

がのぼりおり
かっこいい！！

セット内容



大迫力の駅／踏切で列車をたくさんはしらせよう！

ピッとしてＧＯ！変形ドデカ
シンカンセンのぞみ 8,580円（税込）

単4形乾電池3本使用（別売）

※プラレール車両、レール、プラキッズは別売です。

セット内容

ICカード遊びが楽しい！

電車が近づいてくるワクワク！
車が踏切をわたるドキドキが楽しい！

※プラレール車両・トミカ（ミニカー）・プラキッズは別売です。※光はイメージです。 レイアウトサイズ：幅785×奥行1010×高さ120㎜

トミカと遊ぼう！くるぞ！わたるぞ！
カンカン踏切セット

セット内容

7,678円（税込）
単2形乾電池3本使用（別売）

レバー操作で列車を停車・発車！！

ボタン操作で車を停車・発車！！

本物みたいな
駅遊び！

本物みたいな
駅遊び！

乗車確認！出発進行！まるごと鉄道体験！
E5系はやぶさコントロールセット

セット内容

運転士さん・車掌さん・駅員さんの気分になって楽しめる！

別売りの先頭車両のボディを
まるごとコントローラー用
IRシャーシに載せ替えて遊べます！
※一部車両を除く

7,480円（税込） 単3形乾電池4本使用（別売）（車両：1本、コントローラー：3本）

※レールは別売です。※マイクに拡声機能はありません。※赤い光はイメージです。

・E5系新幹線はやぶさ（IRシャーシ）×1編成
・まるごとコントローラー（IRコントローラー）×1個
・おしごとシート×6枚 ・シール×1枚
・取り扱い説明書×1枚



プラレールには車両によって
いろんなアイコンが付いているのは知っているかな？
アイコンを見ればどんな事ができるか分かるんだよ！

車両にプラキッズを乗せて走らせてみよう！
他にもプラキッズとあそべる駅や踏切などもあるよ！

J-27 プラキッズふみきりセット

J-28 プラキッズ駅セット

プラキッズとあそぼう！
アイコン

専用のレールの上を通ると行先が変わるから
円になっていないレイアウトでも遊べるよ！
情景のあいだをいったりきたりさせて遊んでみよう！

J-11 つなげよう！
くみかえプラレール駅

J-07 洗車場

車両がいったりきたり！
アイコン

スピードを2段階に切り替えられる車両や専用の
レールを通過すると速度が変わる車両があるよ！坂を
上る時の加速や高架レールでの高速走行を楽しもう！

R-06 ニュー坂レール

R-26 高架直線レール
（レール2本入・ブロック橋脚［グレー］2個・架線柱2本付）

スピードが変わる！
2スピード
車両

スーパー
スピード車両アイコン

走らせたり停車させたりすると音が鳴るよ！
音が鳴る駅と一緒に遊ぶともっと楽しいよ！

J-17 ニュー踏切

J-13 サウンド駅

音が鳴る！
アイコン

ライトが付くとトンネルから出てくる時がカッコイイ！
ハイパワーライトの車両はライトがもっと明るいよ！

J-01 トンネル

R-25 地下直線レール

ライトが光る！
アイコン

「連結車両」と「専用連結車両」の2種類あるんだ。
おおきなレイアウトを走らせる時に長編成だと楽しいよ！

J-04 大きな鉄橋（直線レール2本付）

R-07 2倍直線レール（4本入）

長編成に連結！
アイコンライトが点灯

（点滅）します
ハイパワー
ライト車両

同じ車両同士での
連結ができます

マグネットジョイント
で連結できます

サウンド機能付き
（アクションにあわせ音が鳴ります）

プラキッズを使って
あそべます 往復車両

（2本入・ブロック橋脚2個付）



新幹線

S-15
成田エクスプレス
（専用連結仕様）

2,640円（税込）

S-36
東武リバティ
（専用連結仕様）

2,640円（税込）

S-54
京成スカイライナー
AE形

2,420円（税込）

S-19
キハ261系特急北斗

2,420円（税込） 単2形乾電池1本使用（別売）

S-52
小田急ロマンスカー
GSE70000形

2,420円（税込）

S-37
サフィール踊り子

2,640円（税込）

S-23
E353系あずさ
（専用連結仕様）

2,640円（税込）

S-09
E3系新幹線つばさ
2000番代（連結仕様）

2,640円（税込）

S-01
ライト付
N700A新幹線

2,860円（税込）

S-11
サウンドN700系新幹線

2,860円（税込） 単3形乾電池1本・単4形乾電池2本使用（別売）

S-17
レールで速度チェンジ！！
超電導リニアL0系
改良型試験車

3,080円（税込）

S-07
ライト付923形
ドクターイエローT4編成

2,640円（税込）

S-02
ライト付５００系新幹線
（ハイパワーライト）

2,860円（税込）

S-04
ライト付N700系新幹線
みずほ・さくら

2,640円（税込）

S-12
ライト付922形
ドクターイエローT3編成

2,640円（税込）

S-05
ライト付
E7系新幹線かがやき

2,860円（税込）

S-51
プラレール鉄道
スピードジェット

2,640円（税込）

ＪＲ九州
流れ星新幹線

3,080円（税込） 

S-22
800系新幹線つばめ

2,420円（税込）

S-14
E6系新幹線こまち
（連結仕様）

2,640円（税込）

S-06
E3系新幹線つばさ
（連結仕様）

2,640円（税込）

S-10
E4系新幹線Max
（連結仕様）

2,640円（税込）

S-08
E2系新幹線
（連結仕様）

2,640円（税込）

S-03
E5系新幹線はやぶさ
（連結仕様）

2,640円（税込）

S-16
レールで速度チェンジ！！
E5系新幹線はやぶさ

3,080円（税込）

S-40
レールで往復！
Ｈ５系新幹線はやぶさ

3,080円（税込）

プラレールには車両がたくさん！きみはどれを持っているかな？

単3形乾電池1本使用(別売)　※単3形乾電池以外を使用するプラレールは別途表記しております。 　※レールは別売です。 　※ライト付車両のライトはイメージです。

※同じ車両同士で連結できます。

※同じ車両同士で連結できます。 ※同じ車両同士で連結できます。

特急



S-28
ライト付D51
200号機蒸気機関車

2,420円（税込） 単2形乾電池1本使用（別売）

S-29
ライト付C61
20号機蒸気機関車

2,420円（税込） 単2形乾電池1本使用（別売）

S-50
E531系常磐線

2,420円（税込）

S-47
阪急電鉄１０００系

2,420円（税込）

S-42
２２５系新快速
（専用連結仕様）

2,640円（税込）

S-45
323系大阪環状線

2,420円（税込）

S-58
ライト付東京メトロ
丸ノ内線2000系

2,860円（税込）

S-49
サウンドE231系
総武線

2,860円（税込） 単3形乾電池1本・単4形乾電池2本使用（別売）

S-27
E235系横須賀線

2,420円（税込）

S-30
E233系中央線

2,420円（税込）

S-32
ドア開閉E235系
山手線

2,640円（税込）

S-43
サウンドE231系
近郊電車

2,860円（税込） 単3形乾電池1本・単4形乾電池2本使用（別売）

S-33
E233系京浜東北線

2,420円（税込）

S-31
E233系湘南色
（専用連結仕様）

2,640円（税込）

S-57
683系特急サンダーバード

2,420円（税込）

S-35
南海ラピート

2,420円（税込）

S-41
寝台特急カシオペア

2,420円（税込） 単2形乾電池1本使用(別売)

S-24
パンダくろしお
「Smileアドベンチャートレイン」
（専用連結仕様）

2,860円（税込）

S-39
WEST EXPRESS
（ウエストエクスプレス）
銀河

2,640円（税込）

ＪＲ九州７８７系 ３６ぷらす３

2,750円（税込） 単2形乾電池1本使用(別売)

S-56
JR九州883系ソニック

2,420円（税込） 単2形乾電池1本使用(別売)

S-21
JR九州ゆふいんの森

2,420円（税込）

単3形乾電池1本使用(別売)　※単3形乾電池以外を使用するプラレールは別途表記しております。 　※レールは別売です。 　※ライト付車両のライトはイメージです。

プラレールには車両がたくさん！きみはどれを持っているかな？

S-20
HC85系
特急ひだ・南紀

2,420円（税込）

S-48
近鉄観光特急しまかぜ

2,420円（税込）

S-44
ライト付
近鉄名阪特急ひのとり

2,860円（税込）

S-55
名鉄2000系
ミュースカイ

2,420円（税込） 単2形乾電池1本使用(別売)

※同じ車両同士で連結できます。

※同じ車両同士で連結できます。

※同じ車両同士で連結できます。

通勤電車

機関車
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S-59
京阪電車 10000系
きかんしゃトーマス号

2,420円（税込）

S-18
ハローキティ新幹線

3,080円（税込）

S-46
ドラえもんトラム

2,640円（税込）
©Fujiko-Pro©Fujiko-Pro

S-13
ミッキーマウス
ポッポーきかんしゃ

3,080円（税込）
© Disney© Disney

荷物や
別売のトミカを

搭載可能

貨物列車

S-60
EF66電気機関車

2,420円（税込） 単2形乾電池1本使用（別売）

S-26
EF210桃太郎

2,420円（税込）

S-38
ロングコンテナ列車

2,860円（税込） 単2形乾電池1本使用（別売）

S-25
EH500金太郎

2,420円（税込）

S-34
自動車運搬列車

2,860円（税込） 単2形乾電池1本使用（別売）

KF-09
タキ43000
タンク車

715円（税込）

KF-08
クレーン操重車

1,430円（税込）

KF-10
トミカ搭載貨車

715円（税込）

KF-03
動物運搬車

715円（税込）

KF-05
ＪＲ貨物
２０Ｇ・３０Ａ形コンテナ

715円（税込）

KF-04
叡山電車「ひえい」

1,430円（税込）

KF-07
レール運搬車

715円（税込）

KF-06
プラレールコンテナ

715円（税込）

KF-02
JR四国「鉄道ホビートレイン」
プラレール号

1,320円（税込）

KF-01
C12 蒸気機関車

1,320円（税込）

S-53
C57 1号機
SLやまぐち号

2,420円（税込）

プラレールには車両がたくさん！きみはどれを持っているかな？

このカタログのプラレール車両等は各社様のご協力・許諾を得て商品化しております。
商品化許諾元：JR北海道商品化許諾済　JR東日本商品化許諾済　JR東海承認済
JR西日本商品化許諾済　JR四国承認済　JR九州承認済　JR貨物承認済
叡山電鉄株式会社商品化許諾済　小田急電鉄商品化許諾済　近畿日本鉄道(株)商品化許諾済
京成電鉄株式会社商品化許諾済　京阪電気鉄道株式会社商品化許諾済
東京地下鉄株式会社商品化許諾済　東武鉄道株式会社商品化許諾済　名古屋鉄道商品化許諾済
南海電気鉄道商品化許諾済　日本石油輸送商品化許諾済　阪急電鉄商品化許諾済
万葉線株式会社商品化許諾済　和歌山電鐵商品化許諾済
アドベンチャーワールド商品化許諾済　©中部国際空港株式会社
©2022 HIT Entertainment Limited.

単3形乾電池1本使用（別売）　※単3形乾電池以外を使用するプラレールは別途表記しております。
※レールは別売です。　※ライト付車両のライトはイメージです。
※価格は2022年7月現在のものです。

ダミーカー付き
トミカを運ぼう

※トミカ別売。

ブタ付き
アニアを運ぼう

※アニア別売。

プラレール車両が
入っています

マグネットジョイントで
連結できます

同じ車両同士での
連結ができます
2スピード
車両

ハイパワー
モーター車両

レールが
入っています

ライトが点灯
（点滅）します

情景パーツが
入っています
プラキッズを使って
あそべます

ハイパワー
ライト車両

往復車両

※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。

レールを運ぼう1/2レール2本付き

石油積込み所付き

乾電池不要

乾電池不要

乾電池不要

乾電池不要乾電池不要

乾電池不要

乾電池不要

1両編成

※トミカ別売。

プラキッズが
入っています

サウンド機能付き
（アクションにあわせ音が鳴ります）

のせかえ可能な
1スピード車両です

スーパー
スピード車両

キャラクター車両



大迫力の6両連結走行

E6系新幹線
※情景部品は別売です。※連結して走行させる場合はどちらか片側の車両に電池を入れてください。

※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。プラレールで遊ぶときは髪の毛をまきこまれないように気を付けてください。

いっぱいつなごう
金太郎＆貨車セット
5,500円（税込） 単2形乾電池1本使用（別売）

E5系新幹線＆E6系新幹線
連結セット
5,280円（税込）
E5系：単3形乾電池1本使用（別売）　E6系：単3形乾電池1本使用（別売）

いっぱいつなごう
新幹線試験車両ALFA-X（アルファエックス）
4,620円（税込） 単3形乾電池1本使用（別売）

いっぱいつなごう
923形ドクターイエロー
5,500円（税込） 単3形乾電池1本・単4形乾電池2本使用（別売）

クルーズトレインDXシリーズ
TRAIN SUITE 四季島
5,500円（税込） 単3形乾電池2本使用(別売)

クルーズトレインDXシリーズ
TWILIGHT EXPRESS 瑞風
5,500円（税込） 単3形乾電池1本使用（別売）

「のぞみ」３０周年記念
３００系ノスタルジックサウンド仕様

5,500円（税込）
1両目：単３形乾電池１本使用（別売）
2両目：単４形乾電池２本使用（別売）

最後のブルートレイン
北斗星ＤＤ５１重連仕様

5,500円（税込） 単2形乾電池1本使用（別売）

電池いらずで出発進行！
テコロでチャージ
Ｅ５系新幹線はやぶさ
各4,180円（税込） 乾電池不要

プラレール ジュラシック・ワールド
恐竜運搬列車

4,950円（税込） 単3形乾電池1本使用（別売）

6両編成

プラキッズ1体付き2号車 電気測定機器4号車 モニター室

LEDライトで架線測定用
のレーザーを再現

※レールは別売です。    

プラキッズ3体付き
※セット内容以外のプラキッズは別売です。
※光はイメージです。

長編成の特別な車両だよ！

コンテナや貨車が10両も入ったボリュームセット

超ロングノーズを再現 LEDライトが光る特別仕様

3両目のレバーを動かすと…屋根のユニットが開きます

先頭車両 後尾車両

※光はイメージです。

プラキッズ2体付き
※セット内容以外のプラキッズは別売です。
※光はイメージです。

6両編成

6両編成 6両編成

10号車 展望車 5号車 ラウンジカー

7号車 四季島スイート／
デラックススイート 6号車 ダイニングカー

2号車 スイート 1号車 展望車

1号車 展望車 2号車 ロイヤルツイン

5号車 ラウンジカー 6号車 食堂車

7号車 ザ・スイート 10号車 展望車

※光などの効果はイメージです。 ※光などの効果はイメージです。

電池いらずで出発進行！
テコロでチャージ
Ｅ6系新幹線こまち

オロハネ25 ロイヤル・ソロ 寝台車

DD51 1100

2両目 サウンド仕様
3両目 初期の

パンタグラフをイメージ

スシ24 グランシャリオ 食堂車

DD51 1138 オハネフ25
プラキッズ2体付き

5両編成 全ての車両に機能がある！
当時のメロディを収録！
アナウンスを再現！

※収録されているアナウンスは
　プラレール用にアレンジされています。

企画協力：ジェイアール東海エージェンシー

動力車

手転がしでガンガンチャージ！スイッチＯＮでしっかり電動走行します。

E5系新幹線

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

アニア1体付き（ベビーブルー プラレールVer.）

スイッチ
で

側壁が展
開！



6,160円（税込）　単3形乾電池1本使用（別売）

さっと広げてパッとお片付け！

各5,500円（税込） 単3形乾電池1本使用（別売）

きかんしゃトーマスセット

乗せおろしができる人形付き！

レイアウトサイズ：幅700×奥行490mm

レイアウトサイズ：幅700×奥行490mm

カラフルとっきゅうセット

車両の連結がお子様にも簡単に！

大きいボタンをプッシュで発車・停車！

１歳半から遊べるプラレール登場！

お片付けも楽々！ギフトに最適です！

歳

セット内容

※別売のレールを走らせる際には、R-01直線レールとR-03曲線レールをご使用ください。
© 2022 Gullane (Thomas) Limited.
© 2022 HIT Entertainment Limited.

※本物のおすしで撮影しています。本物のおすしは入っていません。※本物のおすしで撮影しています。本物のおすしは入っていません。レイアウトサイズ：幅1020×奥行520×高さ210mm



新たなシンカリオンＺが登場！

6,050円（税込）

シンカリオンZ
E5はやぶさ

ザイライナー

E235ヤマノテ / E259ネックス

シンカリオンZ
アルファエックス

別売

別売

※本商品以外、シンカリオンZ、ザイライナー単体での販売を終了している場合があります（２０２２年4月現在）。※レールは別売です。※電動走行はしません。
※光などの効果はイメージです。※予告なく販売を終了する可能性がございます。



シンカリオンZとザイライナーでZ合体を楽しもう！

6,930円（税込）

シンカリオンZ
E6ネックスセット

9,350円（税込）

シンカリオンZ
ドクターイエロー

8,800円（税込）

シンカリオンZ
N700Sヒダ

6,930円（税込）

シンカリオンZ
E５ヤマノテセット

ザイライナー

E235ヤマノテ

ザイライナーで
シンカリオンZが
パワーアップ！

ザイライナーで
シンカリオンZが
パワーアップ！

ザイライナー

E259ネックス

ザイライナー

HC85ヒダ

YouTubeタカラトミーチャンネルで第1話＋最新話 見逃し配信中！
※レールは別売です。※電動走行はしません。※光などの効果はイメージです。

※予告なく販売を終了する可能性がございます。



大迫力のトーマスが登場！

© 2022 Gullane (Thomas) Limited.
© 2022 HIT Entertainment Limited.※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。 ※写真やイラストおよび蒸気や効果音はイメージです。

　実際の商品と異なる場合があります。予めご了承ください。

きかんしゃトーマス
蒸気がシュー！でっかいトーマス
きかんしゃトーマス
蒸気がシュー！でっかいトーマス
きかんしゃトーマス
蒸気がシュー！でっかいトーマス

でっかいトーマスの煙突から
蒸気がでるよ！

レバー操作や車両が通過すると
サウンドが流れるよ！

スコップを使って貨車に
石炭をつんでね！

セット内容

スコップ＆石炭＆石炭運搬貨車入り

トーマスのなかまたちを
走らせよう！

※動力車・レール・情景は別売です。



※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。

おしゃべりするプラレールトーマスとなかまたちだよ！

おしゃべりシリーズ

© 2022 Gullane (Thomas) Limited.
© 2022 HIT Entertainment Limited.

レールが
入っています

ライトが点灯
（点滅）します

情景パーツが
入っています

サウンド機能付き
（アクションにあわせ
音が鳴ります）

2スピード
車両

英語と日本語で遊べるよ！

プラキッズが
入っています

プラキッズを使って
あそべます

きかんしゃトーマス

3両単品シリーズ 　　

おしゃべりトーマス
えいごプラス

おしゃべりパーシー
えいごプラス

おしゃべりジェームス
えいごプラス

おしゃべりヒロ
えいごプラス

おしゃべりゴードン
えいごプラス

うし！
（トーマスの声）

COW!
（きかんしさんの声）

いち！
（パーシーの声）

ONE!
（ゆうびんやさんの声）

あか！
（ジェームスの声）

RED!
ジェームスの色だよ！
（きかんしさんの声）

はちみつ！
（ヒロの声）

HONEY!
ホットケーキにとろ～り！
（きかんしさんの声）

くるま！
（ゴードンの声）

CAR!
（ブッブー！）
（きかんしさんの声）

プラレールトーマスに

が仲間入り！
  両編成車両1

プラレール
ハロルド

プラレール
バーティー

恐竜の骨
運搬貨車

ウィンストン＆
トップハム・ハット卿

うしさん
運搬貨車

990円（税込） 990円（税込） 770円（税込）

各3,300円（税込） ※レールは別売です。
動力車両：単3形乾電池（ヒロのみ単２形乾電池）1本使用（別売）
サウンド車両：単4形乾電池2本使用（別売）

走行に
合わせて
動く！

走行に
合わせて
動く！走行に

合わせて
動く！

ハット卿が
乗せられる

！

がたがた
ダイナマイト
貨車

770円（税込）
880円（税込）

※プラキッズ1体入り 880円（税込）乾電池不要

OT-01 OT-02 OT-03 OT-04 OT-05

プラレール トーマス プラレール エドワード プラレール ヘンリー プラレール ゴードン プラレール ジェームス
TS-01 TS-02 TS-03 TS-04 TS-05

プラレール パーシー プラレール ヒロ プラレール レベッカ プラレール ディーゼル10 プラレール スペンサー
TS-06 TS-07 TS-08 TS-09 TS-10

プラレール トビー プラレール ケンジ プラレール エミリー プラレール ライアン＆
プラレール スキフ

プラレール スティーブン
TS-11 TS-12 TS-13 TS-14 TS-15

プラレール コナー プラレール パーシー＆
プラレール ロッキー

プラレール ヨンバオ プラレール 消防車フリン
TS-16 TS-17 TS-18 TS-19

プラレール 流線形トーマス
TS-20

プラレール
シューティング・スター
　　　　　 （ゴードン）

プラレール ニア プラレール アシマ プラレール ケイトリン
TS-21 TS-22 TS-23 TS-24

単2形乾電池1本使用（別売） 単2形乾電池1本使用（別売）

単2形乾電池1本使用（別売）

キミがもっている
車両をチェック
しよう！

たのしい貨車がたくさんあるよ！

パーシーと動物園貨車セット ヒロと水族館貨車セット
3,850円（税込）
単3形乾電池1本使用（別売）

3,520円（税込）
単2形乾電池1本使用（別売）

※レールと車止めは別売です。※レールと車止めは別売です。※レールと車止めは別売です。※レールと車止めは別売です。

なかまたちと一緒にあそぼう！ゆかいな貨車シリーズ

トーマスの

なかまたち
がせい揃い

！

各2,640円（税込）
単3形乾電池1本使用（別売）
※レールは別売です。



© 2022 Gullane (Thomas) Limited.
© 2022 HIT Entertainment Limited.※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。

※写真・動画及びイラスト・光や軌跡はイメージです。※セリフ・効果音はイメージです。実際に商品から出るものではありません。

立体交差や並走も楽しめる、本格的なレールセット！

レイアウトサイズ ： 幅1370×奥行600×高さ380mm

トーマス（動力車）＆丸太運搬貨車入り

セット内容

きかんしゃトーマス
がたがた！ビューン！どきどきマウンテンDX 8,360円（税込）

単3形乾電池1本使用（別売）

立体交差や並走も楽しめる、本格的なレールセット！
スリル満点のぐらぐらつり橋！
トーマスは安全にわたれるかな…？

レイアウトサイズ ： 幅1120×奥行560×高さ180mm

トーマス（動力車）＆あかいミルクタンク貨車＆
あおいミルクタンク貨車入り

セット内容

きかんしゃトーマス
ぐらぐらつり橋セット 6,270円（税込）

単3形乾電池1本使用（別売）

ジェットコー
スターみたい

に
ジェットコー

スターみたい
に

急降下！！急降下！！
とと

ビューン！
！ビューン！
！

トーマスが
登る！

落ちる！ 揺れる！ 渡る！

スリル満点!!全高約230mmの山から急降下！　



※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。
© 2022 Gullane (Thomas) Limited.
© 2022 HIT Entertainment Limited.

きかんしゃトーマス 
つなげてあそぼう！いっぱい貨車コレクション 5,500円（税込） 乾電池不要

なが～くつないで
走らせよう！

きかんしゃトーマス
ベーシックセット 3,850円（税込） 単3形乾電池1本使用（別売）

トーマス、駅、トンネルが入った
初めてにぴったりのセットだよ！

きかんしゃトーマス
おでかけ立体マップ

プラレールトーマスをはじめよう！
くみかえかんたんレールセット 3,520円（税込） 乾電池不要

ぱっと広げてすぐに遊べる！
ぱっとたたんでお片づけかんたん！

６種類のレイアウトが組める！

トーマス（動力車）入り
※写真は遊び方のイメージです。
※セット内容の立体マップ本体、トーマス動力車以外の
　レール、車両は入っていません。

6,600円（税込） 単3形乾電池1本使用（別売）

セット内容

駅から出発だ！
レイアウトサイズ : 
幅910×奥行940×高さ90mm
※車両は別売です。

セット内容

レイアウトガイド付

楽しい情景が3つ入ったセットだよ！
セット内容

きかんしゃトーマス プラレールトーマスが
のぼりおり！くみかえアクションレールセット

4,180円（税込） 乾電池不要

ぱっと広げて
すぐに遊べる！

4,180円（税込） 乾電池不要

レイアウトサイズ : 幅685×奥行520×高さ95mm

ヘンリーとヒロが
トンネルの中にいるよ！

レールが
入っています

ライトが点灯
（点滅）します

情景パーツが
入っています

サウンド機能付き
（アクションにあわせ
音が鳴ります）

2スピード
車両

プラキッズが
入っています

プラキッズを使って
あそべます

※写真・動画及びイラスト・光や軌跡はイメージです。※セリフ・効果音はイメージです。実際に商品から出るものではありません。

立体交差や並走も楽しめる、本格的なレールセット！

レイアウトガイド付

セット内容

レイアウトサイズ : 幅1270×奥行690×高さ110mm
※車両は別売です。

レイアウト

6種類

※動力車、レール、車止めは別売です。※動力車、レール、車止めは別売です。 ※車両・セット内容以外のレールは別売です。

たためるトーマス機関庫

※車両は別売です。

トーマスの世界をひろげよう！

あそびかたガイド付

きかんしゃトーマス 
さぁ冒険へでかけよう！わくわく情景キット 4,400円（税込） 乾電池不要



創造力で無限に広がる
トミカの世界

Dream & imagination 

ゆめ トミカワールドの
にとびこもう!

トミカワールド
にはいろんな
エリアがあるよ！

トミカタウン

トミカタウンはクルマの形を
した大きな街で、たくさんの
トミカが活躍しているよ。

トミカアドベンチャー

自然がいっぱいのトミカアド
ベンチャーには、みんなが
ドライブにやってくる人気の
スポットがたくさんあるよ。

トミカフューチャーシティ

最新の技術を研究している
未来都市。新しいトミカの研
究所があったり、ジョブレイ
バーたちが活躍しているよ。

トミカスピードウェイ

トミカがビュンビュン走る
大きなサーキットコース! たく
さんのスポーツカーが集まっ
て大会が開催されるよ！

トミカリゾートランド

トミカに乗って遊べるドキドキ
わくわく楽しい遊びがいっぱい！
子供から大人まで楽しめる
テーマパークや観光地だよ。

トミカタウンへGO! はじめてトミカへGO!ジョブレイバーへGO!



レバーやハンドルを操作してトミカでドライブだ！

キミが運転！
トミカわくわくドライブ

※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。

 ●レイアウトサイズ:幅440×奥行340×高さ250㎜

7.480円（税込）
乾電池不要

動画を
チェック！



トミカタウンを守るトミカファイヤーチーム出動！

※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。

変形出動！
ビッグファイヤー&コマンドステーション

9,350円（税込）
単3形乾電池3本使用（別売）

動画を
チェック！

緊急入電！緊急入電！1

トミカ出動！トミカ出動！3 消火活動開始！消火活動開始！4

コマンドステーション変形！ ビッグファイヤー出動！コマンドステーション変形！ ビッグファイヤー出動！2

火災発生！



トミカタウンを守る緊急チームが活躍中！

※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。

4,180円（税込）乾電池不要

オリジナル
トミカ４台付き！

大きな警察
署が

大きな警察
署が

トミカが一
斉出動！ぐるっと変
形！

トミカが一
斉出動！ぐるっと変
形！

8,580円（税込）
単3形乾電池3本使用（別売）

動画を
チェック！

キャリアカー
に

　 トミカを載
せて出動だ！キャリアカー
に

　 トミカを載
せて出動だ！積載ゲート可動！

　２階フロ
アー可動！

！積載ゲート
可動！

　２階フロ
アー可動！

！
トミカポリス出動!
ポリスキャリアカーセット

 ●レイアウトサイズ:幅500×奥行357×高さ295mm

トミカ
ポリス
チーム

トミカ
ファイヤー
チーム

をチェック！！

ぐるっと変形！
DXポリスステーション



2スピードでコントロール！ 
トミカアクション高速どうろ

トンネルくぐって！
やまのぼりドライブ

スピード切り替えが可能な
大きな高速どうろ
出口コースからトミカを一斉発車だ！

7,480円（税込）
単2形乾電池
2本使用（別売）

8,250円（税込）
単2形乾電池
2本使用（別売）

トミカが自動でのぼってくだる
トンネルいっぱいの
ドライブコース

※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。

ダブルアクショントミカビル

ダブルアクショントミカビルとつなげて遊ぼう！  

トミカの遊びがたくさんつまった
大きなパーキングビル！

7,480円（税込）
単2形乾電池2本使用（別売）

●本体サイズ:コンパクトモード／幅520×奥行300×高さ360mm
　ダイナミックモード／幅705×奥行395×高さ360mm
●本体サイズ:コンパクトモード／幅520×奥行300×高さ360mm
　ダイナミックモード／幅705×奥行395×高さ360mm

コンパクトモードダイナミックモード

動画を
チェック！

動画を
チェック！

動画を
チェック！

接続どうろはタカラトミーモールで販売中!

接続どうろ
(やまのぼりドライブ用）
接続どうろ
(やまのぼりドライブ用）

接続どうろ
(高速どうろ用）
接続どうろ
(高速どうろ用）

※「トンネルくぐって！やまのぼりドライブ」に
　接続どうろパーツが付属しています。

●本体サイズ:幅730×奥行530×高さ195㎜ ●本体サイズ:幅583×奥行405×高さ345㎜



※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。

まちやどうろがいっぱい
トミカタウンセット（トミカ付き）

4,950円（税込）
乾電池不要

動画を
チェック！

エネオス タイムズパーキング 横断歩道 バス停

エネオス

オリジナル
トミカタウンバス付き

トミカのまちをつくっちゃおう！　

ドライブスルー洗車場
ENEOS EneJet

1,320（税込）
乾電池不要 

タイムズパーキング

1,980円（税込）
乾電池不要 

セブン-イレブン
（トミカ付き）

1,760円（税込）
乾電池不要 

踏切・陸橋・
交差点どうろセット

プラレールと
一緒にあそべる！

4,620円（税込）
乾電池不要

くみかえかんたん！
ベーシックどうろセット

いろんな
レイアウトが
つくれる！

2,200円（税込）
乾電池不要

バス停
（トミカ付き）

1,760円（税込）
乾電池不要

いす  ゞエルフ
セブン -イレブン配送車付き
いす  ゞエルフ
セブン -イレブン配送車付き

トミカタウンバス
（シーサイドライン）付き
トミカタウンバス
（シーサイドライン）付き

ラベル貼り済み

おかたづけ簡単

※プラレール、
　トミカはつきません。
※プラレール、
　トミカはつきません。

整理
しやすい
整理
しやすい



※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。

ビッグに変形！ 
デカパトロールカー

デッカいパトロールカーが
警察署に変形！ 

6,820円（税込）
単4形乾電池
2本使用（別売） 

トミカと走ろう！
ぐるぐるバスタウン

トミカがぐるぐる
走る大きな交差点！

6,578円（税込）
単3形乾電池
1本使用（別売） 

かんたんおかたづけ！
にぎやかサウンドタウン

かんたんオープン！
おかたづけも
ラクラク!

6,050円（税込）
単4形乾電池2本使用（別売） 

ぶるっと給油!おしごと変形
ガソリンスタンドENEOS

4,180円（税込）
乾電池不要 

ぴゅぴゅっと消火!
おしごと変形消防署

大きな消防車が
消防署に変形!

4,180円（税込）
乾電池不要 

まちがうごくよ！ 
つみおろし工事現場

土砂（玉）がごろごろ転がる！
つみおろして遊ぼう

4,180円（税込）
単3形乾電池
1本使用（別売） 

カーゴジェット  
ANA

トミカを３台積み込める
大きなジェット機！

3,850円（税込）
乾電池不要

たくさんはこぼう！
トミカフェリー

トミカを乗せて出航!
大きなカーフェリー！

3,850円（税込）
乾電池不要

トミカで観光！
はとバスおかたづけカバン

もち運びもラクラク! 
トミカで東京観光に
でかけよう!

3,850円（税込）
乾電池不要

広がる東京観光
ツアーマップつき！

タンクローリーが
ガソリンスタンドに変形！

自動で走るバス付き！

建設現場

1,485円（税込）

クレーンやコンベアで
遊べる！

ガソリンスタンド
ENEOS
トミカに給油
して洗車機で
きれいにしよう！

2,750円（税込）

警察署

3,080円（税込）

オートバックス

2,750円（税込）

スシロー

駐車場に
トミカを駐車!

1,650円（税込）

おでかけ
レジャーマップ

990円（税込）

光る信号機

1,760円（税込）
単4形乾電池2本使用（別売）

サウンドライト
ふみきり
遮断機が下りて
光る！ 鳴る！

1,760円（税込）
単4形乾電池2本使用（別売） 

でるでるバケツ

3,300円（税込）

パーキングケース24

2,420円（税込）

おかたづけ
コンボイ

3,410円（税込）

パノラマケース

3,850円（税込）

※実際に給油や洗車はできません。

最大最大
24台24台
収納可能収納可能

15台15台
収納可能収納可能

18台18台
収納可能収納可能

ガレージや
スロープから
トミカが
緊急発車だ!

ターンテーブル
付きのピット
ボックス!

13台13台
収納可能収納可能

外でも
トミカを
走らせよう！

お気に入りのトミカといっしょにあそぼう！

自動で走る
ダンプトラック付き！

自動で
切り替わる
光る信号機！



警察ジョブロイド

ジョブレイバーの
公式サイトはこちら！

ジョブレイバーたちが活躍するアニメが配信中！

ファイヤブレイバー 



まずはアニメを
チェックしてね！
まずはアニメを
チェックしてね！

8,580円（税込）

※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。
※掲載されている商品の対象年齢は3才以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。

レース用にチューンナップ
された高速マシンが登場！
レース用にチューンナップ
された高速マシンが登場！

各1,320円（税込） 詳しい商品、
専用アプリの情報は
こちらをチェック

※「トミカスピードウェイ」「スーパースピードトミカ」に登場するチーム名・企業名・マシンデザインなどは架空の設定です。

専用スマートフォンアプリと
連動させればレースバトルを進化できるぞ！
専用スマートフォンアプリと
連動させればレースバトルを進化できるぞ！

実況サウンド!
デジタルアクセルサーキット

実況サウンド！ 
デジタルラップカウンター

4,950円（税込）
※この商品は「実況サウンド！デジタルアクセルサーキット」のデジタルラップカウンターと同じ仕様になります。

12,100円（税込）
単3形乾電池3本使用（別売）

動画を
チェック！

8,580円（税込）

「GO!GO!アクセルサーキット」（別売）と
組み合わせれば本格的なレースバトルが実現！

トミカスピードウェイ
GO!GO!アクセルサーキット

ボタン連打で
白熱のレースバトル!

JB01 ポリスブレイバー
日産 NISSAN GT-R パトロールカー

警察ジョブロイド

2,970円（税込）

JB03 メディブレイバー 
トヨタ ハイメディック救急車

2,970円（税込）

セット限定！
スペシャル武器付属！

SST-01 チームTSR 
トヨタ GR スープラ
 [プロジェクト-α]

SST-02 チームシノビ
日産 NISSAN GT-R
［翔-EDITION］

SST-03 チームウィング 
ホンダ シビック TYPE R
 [コンセプト イーグル]

SST-04 チームモンスター 
スバル WRX STI 
[T-レックス カスタム]

SST-05 チームモンスター 
ランボルギーニ ウラカン 
ペルフォルマンテ
 [ウルフ カスタム]

SST-06 チームシノビ 
ランボルギーニ ウラカン
 ペルフォルマンテ 
[颯エディション]

SST-07 チームウィング 
トヨタ GR スープラ
 [コンセプト ファルコン]

SST-08 チームTSR
日産 NISSAN GT-R
［プロジェクト-Σ］

NFCチップ内蔵

消防ジョブロイド

救急ジョブロイド

JB02 ファイヤブレイバー 
モリタ CD-  型ポンプ消防車

2,970円（税込）



6,578円（税込）
単3形乾電池
2本使用（別売）

動画を
チェック！

くみかえアクション！
キャリアカー&カーゴジェットセット

6,600円（税込）
単3形乾電池2本使用（別売）

動画を
チェック！

キャリアカー
と

カーゴジェッ
トを

くみかえて遊
ぼう！

キャリアカー
と

カーゴジェッ
トを

くみかえて遊
ぼう！

にぎやか４アクション！
トミカ整備基地ボックス

※このページの商品には特別記載のない限り、トミカ・プラキッズは含まれていません。※「はじめてトミカ」以外掲載されている商品の対象年齢は3歳以上です。※各説明の動作・音声表現はイメージです。

※トミカ（ミニカー）は入っていません。整備、洗車などはごっこ遊びの表現です。

動画を
チェック！

※トミカ（ミニカー）は入っていません。一度に作れるのりものは１台です。

日産 NISSAN GT-R 消防車パトロールカー

●ツールボックスサイズ:幅268×奥行106×高さ240mm●展開サイズ:幅370×奥行315×高さ290mm

7,480円（税込）

935円（税込） 935円（税込） 935円（税込）

２WAYで
遊びがいっぱい！

3歳になったらトミカシリーズ
(別売 ) でも遊べるよ！

1.5 歳から遊べる
はじめての車のおもちゃ
1.5 歳から遊べる
はじめての車のおもちゃ

トミカのはじめ方、いろいろ！



対象年齢3才以上　　　　　第３土曜日はトミカの日
トミカを毎月集めてコレクションしよう！ 
毎月わくわく！

キミの持っている
トミカをチェックしよう！

1

サスペンション

スバル ＷＲＸ Ｓ４ 
覆面パトロ－ルカー

2

サスペンション／ボンネット開閉

動物運搬車3

車体・動物取り外し

Honda VFR 白バイ4

タイヤ回転

トヨタ ダイナ 
レッカー車
5

レッカー装置可動

日産 キックス6

サスペンション

メルセデス-AMG 
GT R

7

サスペンション／左右ドア開閉

トヨタ ライズ8 コマツ 油圧ショベル
PC200-10型

9

アーム可動／運転台回転

アストンマーティン 
ヴァンキッシュ 
ザガート

10

サスペンション／左右ドア開閉

ランボルギーニ 
ウラカン STO

11 トヨタ アルファード12

サスペンション／後部ドア開閉

日産 GT-R NISMO 
GT500

13

左右ドア開閉

スズキ ジムニー14

サスペンション

ハマー Ｈ215

サスペンション／後部ドア開閉

フィアット 500e 16  フェラーリ ローマ17

サスペンション

日産 ＮＶ350
キャラバン 救急車

18

サスペンション／後部ドア開閉

スズキ ＫＡＴＡＮＡ19

ライダー ／スタンド付き

いすゞ  エルガ
都営バス

20

光岡 バディ 21

サスペンション

ボルボ XC6022

サスペンション／後部ドア開閉

日産 GT-R23

サスペンション／左右ドア開閉

スズキ ソリオ24

サスペンション

日立建機 
ローディングショベル 
ＥＸ8000-7

25

アーム可動／運転台回転

 トヨタ クラウン26

サスペンション

トヨタ 
ジャパンタクシー

27

サスペンション

SUBARU BRZ28

サスペンション

トーマスランド
エクスプレス

29

 富士急行株式会社商品化許諾済

日野レンジャー
重機搬送車

30

スロープ可動／重機積み下ろし／重機アーム可動

“Mercedes-Benz” ,     ,     and the design of the enclosed product are
subject to intellectual property protection owned by Daimler AG.
They are used by TOMY Company, Ltd. under license.

トヨタ カムリ スポーツ 
覆面パトロールカー 

31

サスペンション

堺市消防局 特別
高度救助工作車

32 ホンダ フィット33

サスペンション／後部ドア開閉

ランボルギーニ 
ウラカン 
ペルフォルマンテ

34

サスペンション

メルセデスベンツ
Gクラス

35

サスペンション／左右ドア開閉

ダイハツ ロッキー36

サスペンション

ブガッティ 
シロン ピュアスポーツ

37

サスペンション

アウディ R8
クーペ

38

サスペンション

三菱 デリカD:539

サスペンション

ホンダ シビック 
ＴＹＰＥ Ｒ

40

サスペンション

2022

日産 スカイライン
 GT-R（BNR34） 
パトロールカー

サスペンション／後部ドア開閉

General Motors Trademarks used under 
license to Tomy Company, Ltd.

Manufactured under license of FCA Italy S.p.A.
FIAT, 500 and 500e are trademarks of and licensed
by FCA Group Marketing S.p.A.

ブーム可動

© 2022 Gullane (Thomas)Limited.



モリタ CD-Ⅰ型 
ポンプ消防車

41

サスペンション

はとバス42 ホンダ NSX43

サスペンション

日産 ＮＶ400
ＥＶ救急車

44

サスペンション

トヨタ ダイナ 清掃車45

バケット上下／バケット扉開閉

マツダ346

サスペンション

ダイハツ タフト47

サスペンション

48

サスペンション／パネル開閉

トヨタ コースター 
ようちえんバス

49 トヨタ ＧＲ ヤリス50

サスペンション

トヨタ クラウン 
コンフォート タクシー

51

サスペンション／後部左ドア開閉

マツダ CX-5 
河川パトロールカー

52

サスペンション

日産ディーゼル 
クオン ミキサー車

53

ミキサー回転

日産 フェアレディZ
NISMO パトロールカー

61

サスペンション／左右ドア開閉

ラフェラーリ62

サスペンション

前田製作所
かにクレーン

63

ブーム上下・伸縮／アウトリガ可動

日産 アリア64

 サスペンション

65 日立建機 
双腕作業機 アスタコ

アーム可動／運転台回転／ドーザ可動

広島電鉄 650形66

広島電鉄株式会社商品化許諾済

トヨタ ハイラックス67

サスペンション

郵便車68

サスペンション／後部ドア開閉

水族館トラック69 ランボルギーニ 
アヴェンタドール SVJ

70

サスペンション

日立建機 
ホイールローダ ＺＷ220

71

アーム上下／バケット上下／車体左右可動本体

72 コベルコ 
ラフテレーンクレーン 
パンサーX 250

73

運転台回転／ブーム伸縮・上下

BMW Z474

サスペンション／ソフトトップ脱着

アストンマーティン
DBX

75

サスペンション

日産 スカイライン76

サスペンション

日野プロフィア
日本通運トラック

77

後部パネル開閉
日本通運株式会社商品化許諾済

日産 GT-R NISMO 
2020 モデル

78

サスペンション

トヨタ 
ハイメディック救急車

79

サスペンション／後部ドア開閉

ジープ ラングラー80

ハードトップ脱着

トヨタ タウンエース 
ハンバーガーカー

54

サスペンション

いすゞ  ギガ 
フライドポテトカー

55

本体取り外し／左右可動

コマツ ブルドーザー
D155AX-6

56

ブレード可動

マクラーレン 720S57

サスペンション

グリコワゴン58

サスペンション

日産 フェアレディZ59

 サスペンション

Honda e60

 サスペンション

Manufactured under license from McLaren 
Automotive Limited. The McLaren name and 
logo are registered trademarks of McLaren.

対象年齢3才以上

毎月1車種初回特別仕様も登場！
各550円（税込）

ロータス エリーゼ 
スポーツ 220 Ⅱ

The BMW logo and the BMW
wordmark are trademarks of BMW
AG and are used under license. 

Aston Martin, the Aston Martin Wings logo and the model 
name Aston Martin DBX are trademarks owned, licensed or 
used by Aston Martin Lagonda Limited. All Rights Reserved.

いすゞ  エルフ 
＜ミッキー&フレンズ＞ トラック

© Disney



　　　　　第３土曜日はトミカの日
トミカを毎月集めてコレクションしよう！ 
毎月わくわく！

トヨタ RAV481

サスペンション／後部ドア開閉

トヨタ ＳＯＲＡ82 ヤンマートラクター 
YT5113

83

©ヤンマー株式会社

レクサス ＲＣ Ｆ 
パフォーマンスパッケージ

84

サスペンション

三菱ふそう
スーパーグレート

85

コンテナ積み下ろし

トヨタ GR 8686

サスペンション

87 日産 エルグランド
道路パトロールカー

88

サスペンション

ランボルギーニ 
シアン FKP 37

89

サスペンション

UDトラックス クオン
エネオス
タンクローリー

90

トヨタ クラウン
アスリート

92

サスペンション

コペン GR SPORT93 いすゞ  エルフ 
橋梁点検車

94

サスペンション／ブーム伸縮／上下／旋回

ロンドンバス95

サスペンション

自衛隊 高機動車96

サスペンション／幌脱着

ドクターヘリ97

ロータ回転

大型人員輸送車98 ピザーラ 
デリバリーバイク

99

台座／のぼり旗付き

スズキ ジムニー 
JAF ロードサービスカー

100

サスペンション

いすゞ  
ギガ ダンプカー

101

荷台上下

日立建機 
リジッドダンプトラック 
EH3500AC ⅠⅠ

102

荷台可動

日産 ノート 103

サスペンション

BK117 D-2
ヘリコプター

104

メインロータ回転

日産 GT-R 
パトロールカー

105

サスペンション／左右ドア開閉

スズキ ハスラー 
消防指令車

106

サスペンション／後部ドア開閉

衛星通信車107

サスペンション／ルーフアンテナ可動

日野はしご付消防車
（モリタ・スーパージャイロラダー）

108

はしご伸縮・上下・旋回

ＤＨＬ トラック109

サスペンション
／パネル開閉

トヨタ クラウン
パトロールカー

110

サスペンション

トヨタL&F ジェネオ111

フォーク上下

いすゞ  エルガ 
すみっコぐらし×
臨港バス

112 トヨタ ハイエース113

サスペンション

トヨタ センチュリー114

サスペンション

スバル ＷＲＸ S4
ＳＴＩ Ｓｐｏｒｔ ＃

115

サスペンション

スーパーアンビュランス116

傷病者室左右拡幅

トヨタ GR スープラ117

サスペンション

ランボルギーニ
ヴェネーノ

118

サスペンション

モリタ 13mブーム付多目的
消防ポンプ自動車 MVF

119

 ブーム可動

フェラーリ 
ＳＦ90 ストラダーレ

120

サスペンション

“DHL”and“DHL”（logo）are registered 
trademarks of DHL International GmbH.

© PIZZA-LA

シボレー コルベット91

サスペンション

対象年齢3才以上

キミの持っている
トミカをチェックしよう！

サスペンション

トヨタ  GR スープラ 
富士スピードウェイ 
セーフティーカー

サスペンション／ハードトップ脱着

© 2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

General Motors Trademarks used under 
license to Tomy Company, Ltd.



142きかんしゃジェームス

“Mercedes-Benz” ,     ,     and the design of the enclosed product are
subject to intellectual property protection owned by Daimler AG.
They are used by TOMY Company, Ltd. under license.

126きかんしゃトーマス

連結・切り離し

127メルセデスベンツ 4850 240型 
シュナーベル式トレーラー

本体取り外し／左右可動／変圧器取り外し

128 那覇市消防局 
ハイパーミストブロアー車

スロープ可動／大型ファン可動／
自走式大量噴霧放水式ブロアー車積み下ろし

129 宇部興産 ダブルストレーラー 130コベルコ建機
超大型ビル解体専用機 SK3500D

アタッチメント可動／運転台回転

131 三菱ふそう
スーパーグレート キャリアカー

本体取り外し／左右可動

132 横浜市消防局 
特別高度救助部隊 
機動けん引工作車

レッカー装置回転・伸縮・上下／
アンダーリフト可動／ウインチ回転

133コベルコ  オールテレーンクレーン
KMG5220

旋回体回転／ブーム伸縮、上下

134メルセデスベンツ シターロ 
京成 連節バス

本体左右可動

135ミシュラン モータースポーツ
トランスポーター

本体取り外し／左右可動／後部パネル開閉

136コマツ ハーベスタ 931XC

本体左右可動／アーム可動／運転台回転／木材脱着

137 海上保安庁 
スーパーピューマ H225

ロータ回転

138きかんしゃパーシー

連結・切り離し

139家畜運搬車

幌脱着／スロープ可動／牛積み下ろし

140コマツ モータグレーダ
GD675-6

ブレード可動／車体左右可動

141 自衛隊 重装輪回収車

クレーン回転／
ブーム伸縮／上下／吊り上げ牽引装置可動

143きかんしゃヒロ 144日野プロフィア トレーラー／
日産 コンテナ

本体取り外し／左右可動／コンテナ脱着

145 名古屋市消防局 
30ｍ級先端屈折式はしご車

はしご伸縮・上下・旋回・屈折

146  きかんしゃゴードン

147 UDトラックス クオン 
トレーラーダンプ

荷台上下・砂利積み下ろし

148ハマー Ｈ2 リムジン 149いすゞ  ギガ 
特殊高圧タンク輸送車

日本通運株式会社商品化許諾済

122 三菱ふそう 
スーパーグレート
H5系新幹線はやぶさ 輸送車

連結・切り離し／台車可動

123 ガリガリ君フルトレーラー

トレーラー左右可動／連結・切り離し

125 いすゞ  ギガ  木材運搬車

本体取り外し／左右可動／
木材積み下ろし／木材継ぎ足し

121 全地形対応車
レッドサラマンダー／
エクストリームＶ

車体左右可動

©AKAGI×GARIPRO

© 2021 Gullane (Thomas) Limited.
© 2021 HIT Entertainment Limited.

日本通運株式会社商品化許諾済

トミカ
（ロングタイプ）

対象年齢3才以上

No.121～No.150
各1,045円（税込）

ロングタイプからNo.150が登場！ロングタイプからNo.150が登場！
124 京阪電車

きかんしゃトーマス号2020

京阪電気鉄道株式会社商品化許諾済

2022

連結・切り離し／積み換え

JR北海道商品化許諾済
日本通運株式会社商品化許諾済

本体取り外し／左右可動／
タンク積み下ろし／タンク組み立て

150 三菱ふそう スーパーグレート 
漁船輸送車

屋根脱着

General Motors Trademarks used under 
license to Tomy Company, Ltd.

本体取り外し／左右可動／
漁船積み下ろし／漁船走行

© 2022 Gullane (Thomas) Limited. © 2022 Gullane (Thomas) Limited.

© 2022 Gullane (Thomas) Limited.

© 2022 Gullane (Thomas) Limited.

連結・切り離し
© 2022 Gullane (Thomas) Limited.

連結・切り離し
© 2022 Gullane (Thomas) Limited.



プレゼントに最適！ 
さまざまなテーマのセットが
続々登場♪

対象年齢
3才以上トミカギフトセット フェラーリコレクション

2,200円（税込）

LAMBORGHINI SPECIAL SET 
ランボルギーニ スペシャルセット
2,200円（税込）

建設車両セット5
2,200円（税込）

てあそびたくさん！ 工事現場セット
2,200円（税込）

出動せよ! 緊急車両セット
2,200円（税込）

緊急車両セット5
1,980円（税込）

消防車両コレクション2  
2,200円（税込）

わくわく！ トミカのたべもの屋さんセット
2,200円（税込）

スポーツカーヒストリーコレクション
2,640円（税込）

はこんであそぼう！ 恐竜運搬車セット
2,200円（税込）

おさかないっぱい! 魚市場セット
2,200円（税込）

ディズニーモータース　
ミッキー＆フレンズセット
2,640円（税込）

きかんしゃトーマス いろんなのりものセット
2,200円（税込）

きかんしゃトーマス はじめて物語セット
3,080円（税込）

787エアポ－トセット（ＪＡＬ）
3,300円（税込）

787エアポ－トセット（ＡＮＡ）
3,300円（税込）

トミカとあそぼう！ キャリアカーセット
3,300円（税込）

京阪電気鉄道株式会社商品化許諾済
京阪バス株式会社商品化許諾済

最大トミカ5台積載トミカ4台付きプラキッズ1体付き

事件を解決！ 警察車両コレクション
2,200円（税込）

街を守るぞ！消防車両セット
2,200円（税込）

© Disney

詳細を
チェック！

© 2022 Gullane (Thomas) Limited. © 2022 Gullane (Thomas) Limited.



鬼滅の刃トミカ鬼滅の刃トミカ鬼滅の刃トミカ鬼滅の刃トミカ

01 竈門 炭治郎

トヨタ８６

竈門 炭治郎15 16

真菰17 鱗滝 左近次18 鋼鐵塚19

vol. 4 各880円（税込）

06 冨岡 義勇

トヨタ ＧＲ スープラ

02 竈門 禰豆子

SUBARU BRZ

07 胡蝶 しのぶ

スバル ３６０

03 我妻 善逸

日産 リーフ

08 煉獄 杏寿郎

04 嘴平 伊之助

SUBARU フォレスター

09 時透 無一郎

スズキ スペーシア ギア

05 栗花落 カナヲ

SUBARU サンバー

10 悲鳴嶼 行冥

トヨタ ランドクルーザー

11 不死川 実弥

ホンダ シビック TYPE R

12 甘露寺 蜜璃

日産 フェアレディＺ

13 伊黒 小芭内

光岡 オロチ

14 宇髄 天元

トヨタ クラウン

各770円（税込）

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable　※店頭に在庫がない場合もございます。©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable　※店頭に在庫がない場合もございます。

虎杖 悠仁 伏黒 恵 釘崎 野薔薇 五条 悟

Vol.1

Vol. 2

Vol. 3

トヨタ ＧＲ ８６ トヨタ スープラ

トヨタ アクアトヨタ パッソ スズキ ＫＡＴＡＮＡ

日産 ＧＴ-Ｒ ＮＩＳＭＯ ２０２０ モデル



© Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

© しげの秀一／講談社
Copyright © NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved.

© Aardman Animations Ltd 2019

© 2022 San-X Co., Ltd.  All Rights Reserved.

© 2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S621943

© and ® Universal Studios and/or HarperCollins

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

© Disney/Pixar

© 2022 Gullane (Thomas) Limited.
© 2022 HIT Entertainment Limited.

ドリームトミカって？
映画やアニメでみんなが大好きなキャラクターが
トミカになって登場だよ！夢がいっぱいのドリームトミカ!！

対象年齢３歳以上対象年齢３歳以上

154 スヌーピー スクールバス
660円（税込）

サスペンション

153 スヌーピーカー 770円（税込）

サスペンション

152 ハローキティ りんごをはこぶくるま 
770円（税込）

サスペンション

156 トーマスバス 660円（税込）

サスペンション

151 MFゴースト／トヨタ 86 GT
770円（税込）

サスペンション／
左右ドア開閉

155 リラックマ 660円（税込）

サスペンション

164 マリオカート８ マリオ770円（税込）163 しまじろうカーⅠⅠ770円（税込）

サスペンション

161 カップヌードル770円（税込）

フタ開閉

162 おしりたんてい770円（税込）

サスペンション

157  おさるのジョージ 770円（税込） 159 ひつじのショーン770円（税込）

サスペンション

160 初音ミク880円（税込）

フィギュアをのせてキャラクターたちと遊ぼう！フィギュアをのせてキャラクターたちと遊ぼう！

ドリームトミカライドオンは、
のセットだよ！とキャラクターフィギュアキャラクターフィギュア 専用トミカ専用トミカ

ドリームトミカライドオン
対象年齢３歳以上対象年齢３歳以上

RD-01 ミッキーマウス&トゥーンカー
1,100円（税込）

トミカが夢のコラボレーショントミカが夢のコラボレーション

RD-02 くまのプーさん&ハニーポット
1,100円（税込）

RD-03 バズ・ライトイヤー&RCカー
1,100円（税込） RD-04 ドナルドダック＆スチームボート

1,100円（税込） RD-05 ウッディ＆アンディのおもちゃ箱
1,100円（税込）

158 ドラえもん ラッピングバス
770円（税込）

サスペンション

165 ドラえもん770円（税込）

サスペンション

167 すみっコぐらし 
ぺんぎん？のアイスクリーム屋さん
770円（税込）

サスペンション／
カウンター開閉

166 夏目友人帳 ニャンコ先生
770円（税込）

サスペンション

© トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会

©緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会

Art by KEI 

7月公開予定のPIXAR最新映画『バズ・ライトイヤー』のトミカが登場！
ドリームトミカ ライドオン 
バズ・ライトイヤー
バズ・ライトイヤー&XL-15
1,100円（税込）

ディズニーモータース　
バズ・ライトイヤー
ドリームスターⅢ　バズ・ライトイヤー
880円（税込）

他にも
続々

登場予定！

※「No.165 ドラえもん」は2018年発売の商品、「No.167 すみっコぐらし ぺんぎん？のアイスクリーム屋さん」は2019年発売の商品のパッケージをリニューアルしたもので、本体仕様に変更はありません。

※掲載の画像と実際の商品が多少異なる場合があります。

詳しくはコチラ！

© 2022 Peanuts Worldwide LLC
　 www.snoopy.co.jp

© Benesse Corporation／しまじろう
© 2014 Nintendo



© Disney/Pixar ; Porsche™ ; Hudson Hornet™ ; Mercury™; Plymouth Superbird™,Petty™ ; FIAT™ ; ©Volkswagen AG ; Jeep® ; Chevrolet™ ; Corvette™ ; Mack™

最新情報はこちらから▶

C-1

ライトニング・マックィーン

C-5

サリー

C-2

ライトニング・マックィーン
（DINOCOタイプ）

C-6

ドック・ハドソン

C-3

C-7

レッド

C-4

メーター

C-8

C-25 C-26

C-13

グイド

C-14

フィルモア

C-15

ライトニング・マックィーン
（ワールドグランプリタイプ）

C-16

ライトニング・マックィーン
（カーズ３ イントロタイプ）

C-17

フランチェスコ・べルヌーイ

C-18

シュウ・トドロキ

C-19

トラクター

C-20

サージ

C-9

シェリフ

C-10

キング

C-11

チック・ヒックス 

C-12

ルイジ

C-21

ライトニング・マックィーン
（カーズ３ スタンダードタイプ）

C-27

フロー

C-33

メーター
（RRCタイプ）

C-39

ラウール・サルール

C-22

フィン・マックミサイル

C-28

ミス・フリッター
（スタンダードタイプ）

C-34

ライトニング・マックィーン
（TOON Tokyo カスタムタイプ）

C-40

ジェフ・ゴルベット

C-23

マックス・シュネル

C-29

ホリー・シフトウェル

C-35

メーター
（TOONレスキュータイプ）

C-24

メーター
（スタントカータイプ）

C-30

ライトニング・マックィーン
（ファビュラスタイプ）

C-36

ライトニング・マックィーン
（TOONポリスタイプ）

ライトニング・マックィーン
（クルージングタイプ）

C-31

ライトニング・マックィーン
（シルバーレーサータイプ）

C-37

C-32

ライトニング・マックィーン
（RRCタイプ）

C-38

カルラ・ヴェローゾ
メーター
（タイムトラベルタイプ）

ドック・ハドソン
（ファビュラスタイプ）

C-26

ラモーン

各880円（税込）持っているカーズ  トミカをチェック　  しよう！

トレーラーヘッドがトミカサイズ
各2,200円（税込）
※電池は使用しません。
※カーズ トミカは別売です。

コンテナにカーズ トミカをのせよう！

カーズ トミカ トランスポータータイプ

マック
（カーズ３ トランスポータータイプ）
マック
（カーズ３ トランスポータータイプ）
マック
（カーズ３ トランスポータータイプ）

マック（カーズ３タイプ）マック（カーズ３タイプ）マック（カーズ３タイプ）

ゲイル・ビューフォート（スタンダードタイプ）ゲイル・ビューフォート（スタンダードタイプ）ゲイル・ビューフォート（スタンダードタイプ）

C-25

ライトニング・マックィーン
（パーティータイプ）

1,430円（税込）
※トミカを載せることはできません。

約150mm



© Disney　© Disney/Pixar　© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

DM-03
グッディキャリー
ベーカリートラック

DM-04
ルントット　
ミッキーマウス

DM-05
キャスパルズ
ドナルドダック

DM-06
ドリームセイラー 
ドナルドダック

DM-07
ジョリーフロート
トイ・ストーリー ４

DM-08
ドリームスタークラシック
ラプンツェル

DM-09
ショベルド 
ティガー

DM-11
ジャンボリークルーザー
美女と野獣

DM-12
ワームン
ミッキーマウス

DM-20
ドリームスターⅡ
バズ・ライトイヤー

DM-02
ドリームジャーニー
ミッキーマウス

DM-19
サニーデッカー
プルート

各770円（税込）対象年齢３歳以上

トーマストミカシリーズトーマストミカシリーズ

0８ ケンジケンジ

01 トーマストーマス 02 ヒロ

07 パーシーパーシー 10 ハロルドハロルド09 ゴードンゴードン

04 ジェームスジェームス 05 エミリーエミリー03 バーティーバーティー 06 ニア

※トーマストミカシリーズは、一部つながらない商品もございます。※トーマストミカシリーズは、一部つながらない商品もございます。

©2020 Gullane（Thomas） Limited.
©2020 HIT Entertainment Limited.
©2022 Gullane（Thomas） Limited.
©2022 HIT Entertainment Limited.

各880円（税込）

DM-14
チャビーローダー
ミッキーマウス

DM-15
ポピンズ
ミニーマウス

DM-16
キャスパルズ
チップ＆デール

DM-18
ハイハットクラシック
ウッディ

DM-17
キャスパルズ
ファイヤートラック
ミッキーマウス

*3インチはおおよそのサイズで、車種によって誤差があります。

１：４３ ／1,100円（税込）　
３インチ／770円（税込）

1:43

1:43

３インチ*

３インチ*

1:43 ３インチ*

３インチ*

www.bburago.com MAY CHEONG GROUP FRANCE S.A.S., Parc Ariane - Le Vénus, 2 rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, France
Manufactured by May Cheong Toy Products Factory Ltd for:

is a trademark of the May Cheong Group of companies.

Ferrari Monza SP1
フェラーリ モンツァ ＳＰ１

Ferrari F8 Tributo
フェラーリ Ｆ８ トリブート

Ferrari Roma
フェラーリ ローマ

Ferrari SF90 Stradale
フェラーリ ＳＦ９０ ストラダーレ

Porsche Taycan Turbo S
ポルシェ タイカン ターボ Ｓ

Acura NSX
アキュラ ＮＳＸ

Volkswagen Van "Samba"
フォルクスワーゲン　バン　"サンバ"

詳細を
チェック！



クルマのフォルム、細かな塗装や印刷、ホイールのデザインなど、
専用の金型を用いて、細部に至るまで可能な限りリアリティを
再現した「大人のためのトミカ」シリーズ。往年の名車を中心に、
大人にとって憧れのモデルを取り揃えております。トミカを超えた
トミカを、その手に。

対象年齢
6才以上

0101トミカ スカイライン ターボスーパーシルエット

990円（税込）

0303自衛隊 90式戦車

990円（税込）

砲塔旋回／砲身上下／クローラ回転

0404 三菱 パジェロ

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉

0505ランボルギーニ イオタ SVR

880円（税込）

カウル開閉

0707 ルナクルーザー

990円（税込）

0606テスタロッサ

880円（税込）

サスペンション／ライト展開・収納

1111 日産 スカイライン GT-R V-SPECⅡ Nür

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉

1313 ディーノ 246ＧＴ

880円（税込）

サスペンション

1414 マクラーレン セナ

880円（税込）

1515 ランボルギーニディアブロ SV

880円（税込）

ライト展開・収納／左右ドア開閉

1212 ランボルギーニ カウンタック25ｔｈ アニバーサリー

880円（税込）

エンジンフード開閉

0909日産 フェアレディＺ

880円（税込）

サスペンション／ボンネット開閉

1919トヨタ セルシオ

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉

1818 SUBARU BRZ R&D SPORT

990円（税込）

サスペンション

2222 航空自衛隊 T-4 ブルーインパルス

990円（税込）

ディスプレイ
スタンド付き

1616 陸上自衛隊 16式機動戦闘車

990円（税込）

砲塔旋回／砲身上下

2323 日産 ＧＴ-Ｒ50ｂｙ イタルデザイン

880円（税込）

2424 SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE

990円（税込）

サスペンション

2525トヨタ スープラ

880円（税込）

左右ドア開閉／リトラクタブルライト展開・収納

2626 日産 スカイラインGT-R（BNR32）

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉

2727トヨタ2000GT

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉

2929マクラーレン Ｆ１

880円（税込）

サスペンション

3030スバル　インプレッサ ＷＲＸ タイプＲ ＳＴｉバージョン

880円（税込）

サスペンション

3131 F40

880円（税込）

サスペンション／エンジンフード開閉

2828 航空自衛隊 F-35A　戦闘機

990円（税込）

ディスプレイ
スタンド付き

3232フォルクスワーゲン タイプI

880円（税込）

サスペンション

3333フェラーリ ＦＸＸ Ｋ

990円（税込）

3434 日産 スカイラインGT-R（KPGC10）

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉

3535アストンマーティン DB5

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉

3636ホンダ ＮＳＸ-Ｒ

880円（税込）

サスペンション

3737 ホンダ シビック タイプＲ　

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉

3838マツダ サバンナ ＲＸ-7

880円（税込）

左右ドア開閉／リトラクタブルライト展開・収納

3939シルエイティ(ＲＰＳ13改）

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉

4040トヨタ スプリンター トレノ （ＡＥ86）

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉

1717 日産 スカイライン 2000ＧＴ-Ｒ （ＫＰＧＣ110）

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉

2121トヨタ ソアラ

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉

0202 ホンダ インテグラ タイプＲ

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉

0808日産 スカイライン 2000ターボ ＧＴ-Ｅ・Ｓ

880円（税込）

サスペンション／左右ドア開閉 

1010トヨタ ヤリスＷＲＣ

990円（税込）

サスペンション（ロングストローク）

2020

880円（税込）

ブガッティ ヴェイロン 16.4

サスペンション



単４形乾電池３本使用（別売）
※トミカ及びスマートフォンは付属しません。

対象年齢14才以上各 2,970円（税込）

２段まで積み重ね可能

スマートフォンを
背面にセットし、
臨場感あふれる
展示が可能

2色展開
SOLID BLACK COOL WHITE

対象年齢6才以上

©Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
General Motors Trademarks used under license to 
Tomy Company, Ltd.

各1,320円 (税込)

01　ワイルド・スピード　
ＲＸ-7

02　名探偵コナン　
フォード マスタング
（赤井秀一）

03　ナイトライダー　
ナイト2000 
Ｋ.Ｉ.Ｔ.Ｔ.

04　ワイルド・スピード　
ダッジ チャージャー

05　名探偵コナン　
ＲＸ-7（安室透）

06　西部警察　
マシン ＲＳ-1

07　バック・トゥ・ザ・フューチャー　
デロリアン
（タイムマシン）

08　ワイルド・スピード　
ＢＮＲ34 ＳＫＹＬＩＮＥ 
ＧＴ-Ｒ

左右ドア開閉／
サスペンション

右ドア開閉／
サスペンション サスペンション

左右ドア開閉／
サスペンション

左右ドア開閉／
サスペンション

左右ドア開閉／
サスペンション

左右ドア開閉／
サスペンション

©青山剛昌／小学館･読売テレビ･TMS 1996
©石原音楽出版社

Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress 
used under license to TOMY Company, Ltd.

※掲載の写真の光や軌跡はイメージです。

「トミカプレミアムunlimited」とは、映画やドラマ、コミックといったさまざまなシーンに登場し、その魅力
あふれる活躍が鮮烈に思い出されるクルマを、専用の金型を用いた造形や細部にわたる塗装で最大限

に再現したトミカです。かつてトミカで遊んでいた大人だけでなく作品のファンも、手に取って楽しむ

ことができる∞(むげん)の可能性を秘めた「大人がアツくなれるトミカ」シリーズです。



※「トミカリミテッド ヴィンテージ」「トミカリミテッド ヴィンテージ ネオ」のお問い合わせはトミーテックお客様相談室 TEL.03-3695-3161 
※「トミカリミテッド ヴィンテージ」「トミカリミテッド ヴィンテージ ネオ」はディスプレイモデルです。対象年齢は15才以上となっております。

その他にも新製品が多数ありますので、トミーテック ミニカーをチェック！ minicar.tomytec.co.jp

トミカの中で最高レベルのリアリティとクオリティ
を追求したシリーズです。1/64統一スケールで、
プロポーションや室内構造、金属製シャーシ（一部
車種を除く）・ゴム製タイヤなど精密に再現しています。

予価6,050円（税込） 予価4,950円（税込）

ジオコレ６４ ＃カースナップ11a テレビクルー
（トミカリミテッド ヴィンテージＮＥＯ ホンダ シティ カブリオレ付属）
トミカ本体、フィギュア、小物のセットです。 トミカ本体、フィギュアのセットです。

ＬＶ12ｄ ダイハツ ＣＯ10Ｔ
（茶）フィギュア付

※各画像はディスプレイのイメージです。版権元商品化許諾申請済

自分だけのとっておきの１枚を撮って、
“＃カースナ”でＳＮＳに投稿しよう

www.tomytec.co.jp/

トミカリミテッド ヴィンテージ

1960年代の三輪トラック「ダイハツ CO10T型」
フィギュア付属でコンパクトながら世界が広がる！

トミカシリーズにフェラーリモデルが登場！

フェラーリ SF90 ストラダーレNo.120
550円（税込）
サスペンション

フェラーリコレクション
2,200円（税込）

テスタロッサ06
880円（税込）
SCALE 1/61

F4031
880円（税込）
SCALE 1/62

サスペンション 
／エンジンフード開閉

フェラーリ ＦＸＸ Ｋ33
990円（税込）
SCALE 1/64

ラフェラーリNo.62
550円（税込）
サスペンション

フェラーリ ローマNo.17
550円（税込）
サスペンション

サスペンション 
／ライト展開・収納

詳細を
チェック！

ディーノ 246 GT13
880円（税込）
SCALE 1/61

サスペンション 



©小学館

遊びやすい手のひらサイズ

細部までこだわった彩色や造形特徴的な体の一部を動かして遊べる！！

単品シリーズには図鑑カードが入っている！！複数の動物や家族フィギュアで遊べる！

キミは生きもの探検隊！

「動物の特徴や種類を知りたい」の
知的好奇心を刺激する “立体動物図鑑”
として楽しめる動物フィギュア！

水生生物の世界恐竜の世界動物（サバンナ）の世界

動物、恐竜、水生生物の世界へ出発！
アニアで遊びながら、さまざまな生きものを発見しよう！
※写真の生きものたちの生息地や生息時代は実際と異なります。

お子さまの手のひらにおさまるような大きさにすることで、
手にとって扱いやすくなっています。

複数の動物や家族フィギュアで遊ぶことで野生動物の
世界を再現できます。



AC-01 ライオン（子ども） AC-02 ゾウ（子ども） AC-03 ゴリラ（子ども）

AC-04 キリン（子ども） AC-05 カンガルー（子ども） AC-06 ナマケモノ（子ども）

5,665円(税込)

て

子ども
シリーズ
子ども
シリーズ 各495円(税込)

別売の「ガチャっとコロコロツリー」や家族アニアと一緒に遊ぼう！別売の「ガチャっとコロコロツリー」や家族アニアと一緒に遊ぼう！

※セット内容以外は別売です。※各説明の動作、音声表現はイメージです。※写真や背景はイメージです。
※掲載の写真と実際の商品が多少異なる場合があります。※乾電池は使用しません。
※セット内容以外は別売です。※各説明の動作、音声表現はイメージです。※写真や背景はイメージです。
※掲載の写真と実際の商品が多少異なる場合があります。※乾電池は使用しません。

※家族アニアのフィギュアは別売です。※家族アニアのフィギュアは別売です。



※フィギュアは別売です。※乾電池は使用しません。

3,520円(税込)3,520円(税込)
バスで遊べるバスで遊べる

３つの
プレイモードで
遊べる

３つの
プレイモードで
遊べる

アニアを収納！アニアを収納！

ー

※各説明の動作表現はイメージです。※写真や背景はイメージです。 ※掲載の写真と実際の商品が多少異なる場合があります。※乾電池は使用しません。 

※トミカの車種によっては、正しく遊べないものがあります。
※トミカ（ミニカー）は別売です。

はじめてアニアで遊ぶキミにおすすめ！
すぐに遊べる！ ベーシックセット！

プレイ
セット
プレイ
セット

各3,850円(税込)

※図鑑ケースや洞窟は水に浮きません。水場に持ち込まないでください。

ケースのロックをひろげると
橋になるよ!

バスがプレイセットに変形！おかたづけ簡単！バスがプレイセットに変形！おかたづけ簡単！バスがプレイセットに変形！おかたづけ簡単！

ライオン

ラーテル

ホッキョクグマ

ホッキョク
クジラ

アゴヒゲアザラシ
(子ども)

ティラノサウルス
【ワイルドVer.】

パキケファロサウルス
(子ども)

ヴェロキラプトル
【ワイルドVer.】

シマウマ



動物動物動物シリーズ
動物
シリーズ 各660円(税込)

アニアで動物の世界を楽しもう！

首が動く!
口が開く!

サケ（エサ）付き!

バナナ付き!

草付き!

しっぽが

動く!

しっぽが

動く!

リンゴ
付き!

家族フィギュ
アで

遊ぼう!

子ども&
ユーカリの木付き

!

子ども付き!

大きな翼が
広がる!

首が動く!

翼が動く!

浮き輪
付き!つ

尾ビレが

動く!

浮き輪付き!

浮き輪
付き!

胴体が動く!

子ども付き!

前ヒレが
動く!

オレンジ付き！
首をひき出すと
可動範囲が大きくなる
首をひき出すと
可動範囲が大きくなる

首をひき出すと
可動範囲が大きくなる
首をひき出すと
可動範囲が大きくなるミーアキャット付

き！

しっぽが
動く!

笹付き!
手が
動く!

パイナップル付き
!

ニンジン
付き!

首が動く!

AS-01 ライオン
（ミーアキャット付き）

AS-02 アフリカゾウ
（オレンジ付き）

AS-03 ジャイアントパンダ

AS-04 シマウマ AS-05 ワシ
（ハクトウワシ）

AS-06 カバ
（水に浮くVer.）

AS-09 ゴリラ AS-10 ホッキョクグマ AS-11 コウテイペンギン
（水に浮くVer.）

AS-14 チンパンジー AS-15 ユーラシアカワウソ
（水に浮くVer.）

AS-19 カマイルカ
（水に浮くVer.）

AS-20 アオウミガメ親子
（水に浮くVer.）

AS-21 オオカンガルー

AS-24 コアラ AS-25 ヒグマ AS-26 ナマケモノ
（ノドチャミユビナマケモノ）

AS-29 テングザル AS-30 トラ
（ワイルドVer.）

AS-31 コウテイペンギン
子ども

ウサギ
（日本白色種＆ロップイヤー）

AS-08 ナイルワニ

AS-13 チーター
（ワイルドVer.）

AS-18 インドサイ

AS-23 ジャイアントパンダ 
子ども

AS-28 フラミンゴ

アジアゾウ

AS-07 ホホジロザメ
（水に浮くVer.）

AS-12 キリン 
（アミメキリン子ども）

AS-17 ライオン（メス）
（子ども付き）

AS-22 ゴマフアザラシ
（水に浮くVer.）

AS-27 オカピ

イリエワニ レッサーパンダ ゴリラ
（ワイルドVer.）

首が動く!

首が動く!首が大きく動
く！

鼻が動く！口が開く！
首が大きく動

く！
吠えて威嚇

する

大空を悠々と飛
ぶ

かむ力は強いけ
ど

開ける力は弱い
鋭い歯を持つ

高い木の葉を

食べるために

草を食べるため
に

オレンジを鼻で
食べる

ポーズができる
！

首が動く!

首が動く! 首が動く! 翼が動く!首が動く!

首が動く!

首が動く!

手&あしが動く!
首が動く! 首が動く!

鼻が動く!

手＆あしが
動く!

首が動く! 首が動く!

口が開く!

口が開く!

口が開く!
口が開く！

首が動く!

口が開く!

首が動く! 首が動く!

首が動く!
腕の力がとって

も強い

首が動く!

あしが動く!
しっぽが動く!

首が動く!

※子どもは取り出せません。※子どもは取り出せません。

※ナマケモノ本体以外は付属しません※ナマケモノ本体以外は付属しません

首が動く!

口が開く!

しっぽが動く
!

手＆あしが
動く!

AS-34AS-33AS-32 AS-35 AS-36

※掲載の写真と実際の商品が多少異なる場合があります。

首が動く!

首が動く!

草付き!

子ども付き!

AS-16 コビトカバ親子
口が開く!

手&あしが動く!



ラージ
シリーズ
ラージ
シリーズ 各990円(税込)

おおきいサイズのアニアで遊ぼう！

昆虫
シリーズ
昆虫
シリーズ 各660円(税込)

アニアから昆虫シリーズ新登場！

AL-09 クビナガリュウ
（フタバサウルス）

AL-10 サーベルタイガー
（ネアンデルタール人付き）

AL-11 メガロドン
（水に浮くVer.）

AL-12 ヴェロキラプトル

ホホジロザメ
付き!

首と前ヒレ
が動く!

口が開く!

腕が動く!

岩付き!

シダの木付き!口が開く!
あし&しっぽが動

く!

尾ビレが
動く!

口が開く!

※AL-19 フクイラプトルは、2020年7月発売の商品パッケージ、博物館カードデザインをリニューアルしたもので、本体仕様に変更はありません。

AS-37 カブトムシ AS-41 ヒラタクワガタAS-39 コーカサスオオカブト AS-40 ギラファノコギリクワガタAS-38 ヘラクレスオオカブト

AL-01 ティラノサウルス AL-02 トリケラトプス AL-03 ステゴサウルス AL-04 ブラキオサウルス

口が開く!

あし&しっぽ

　　　が動く!

首が動く!

しっぽが動く!

しっぽが動く!

首が動く!

AL-13 ティラノサウルス
（羽毛付きVer.）

AL-14 アンキロサウルス AL-15 スピノサウルス AL-16 カルノタウルス

口が開く!
しっぽが動く!

口が開く!

あし&しっぽ
が動く!

口が開く!

あし&しっぽ
が動く!

首が動く!

しっぽが動く!

AL-17 スティラコサウルス AL-18 パラサウロロフス AL-19 フクイラプトル AL-20 デイノケイルス 

監修：福井県立恐竜博物館

首が動く! 首が動く!

あし&しっぽ

　　　が動く!

口が開く!

あし&しっぽ

　　　が動く!

首が動く!

あし&しっぽ

　　　が動く!
あし&しっぽ

　　　が動く!

AL-05 ジンベエザメ
（水に浮くVer.）

AL-06 プテラノドン AL-07 モササウルス
（水に浮くVer.）

AL-08 シャチ親子
（水に浮くVer.）

ワカメ付き! 口が開く!
翼が動く!

シーラカンス(エ
サ）付き!

アンモナイト
付き!

子ども付き!

口が開く! 口が開く!

尾ビレが
動く!

口が開く!

尾ビレが
動く!

尾ビレが
動く!

大アゴなどが

動く!
大アゴなどが

動く!
頭角などが
動く!

頭角などが
動く!

頭角などが
動く!



各1,980円(税込)
人気のフィギュアが大集合！ギフト

セット
ギフト
セット

AA-01 サバンナの動物ギフトセット AA-02 水族館の人気者ギフトセット AA-03 激闘!肉食恐竜ライバルセット

AA-04 激突 !最強恐竜バトルセット AA-05 対決 !巨大恐竜セット AA-06 決戦 !恐竜大乱闘セット

合体や恐竜バトルが楽しめるプレイセット＆
レイアウト自由のマウンテンジェットコースターセット！

プレイ
セット
プレイ
セット

6,985円(税込)6,985円(税込)

※セット内容以外のフィギュア、トミカ(ミニカー)は別売です。※トミカによっては、うまく走らない場合があります。※商品に入っている効果線はイメージです。※乾電池は使用しません。

アニアをのせて駆け抜けろ！

アニアをのせて駆け抜けろ！

6,578円(税込)6,578円(税込)

※セット内容以外のフィギュアは別売です。※乾電池は使用しません。※各説明の動作表現はイメージです。



ドカッ
！！

ドカッ
！！

ドオ
ン！！

ドオ
ン！！

全長約27cmのビッグなT-レックス！全長約27cmのビッグなT-レックス！

アニア ジュラシック・ワールドアニア ジュラシック・ワールド

蹴散らせ!最強T-レックス蹴散らせ !最強T-レックス
7,920円(税込)7,920円(税込)7,920円(税込)

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc.｠All Rights Reserved.
※セット内容以外のフィギュアは別売です。 ※デザイン、仕様は変更になる場合があります。 ※各説明の動作・音声表現はイメージです。 ※写真の光や軌跡はイメージです。



アニア ジュラシック・ワールドアニア ジュラシック・ワールド

大暴れ!マルタ島の恐竜プレイセット大暴れ !マルタ島の恐竜プレイセット
4,400円(税込)4,400円(税込)4,400円(税込)

プレイ
セット

アニアに『ジュラシック・ワールド』シリーズ
新商品登場！

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc.｠All Rights Reserved.

※各説明の動作表現、音声表現はイメージです。

『 『

※セット内容以外のフィギュアは別売です。 ※乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRES. ※デザイン、仕様は変更になる場合があります。



プレイ
セット

アニア ジュラシック・ワールドアニア ジュラシック・ワールド

おおきな恐竜王国マップおおきな恐竜王国マップ 4,400円(税込)4,400円(税込)

1mを超える巨大なイスラ・ヌブラル島マップと
情景パーツで『ジュラシック・ワールド』の世界を再現しよう！

※セット商品以外のフィギュアは別売です。※各説明の動作、音声表現はイメージです。※乾電池は使用しません。※セット商品以外のフィギュアは別売です。※各説明の動作、音声表現はイメージです。※乾電池は使用しません。

新造形フィギュア！

ギフト
セット

『ジュラシック・ワールド』から
ギフトセットが登場！

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc.｠All Rights Reserved. ※デザイン、仕様は変更になる場合があります。

※「T-レックス」「モササウルス」は2018年6月発売の商品、
　 「インドミナス・レックス」は2019年7月発売の商品のパッケージをリニューアルしたもので、
　本体仕様に変更はありません。

※「ブルー」「インドラプトル」は2018年6月発売の商品、 
　「アロサウルス」は2019年7月発売の商品のパッケージをリニューアルしたもので、
　本体仕様に変更はありません。

アニア ジュラシック・ワールド イスラ・ヌブラル島の決戦セット アニア ジュラシック・ワールド 最強遺伝子恐竜との対決セット

アニア ジュラシック・ワールド
最強ヒーロー恐竜セット

アニア ジュラシック・ワールド
新恐竜たちの激闘セット

アニア ジュラシック・ワールド
俊足のハンター恐竜セット

2,750円(税込)

2,420円(税込) 2,420円(税込)

2,750円(税込)

2,750円(税込)



首やしっぽが動くフィギュアシリーズ！

※「バリオニクス」「ディモルフォドン」は2020年7月発売の商品、「ナーストケラトプス」は2019年7月発売の商品、「スティギモロク」は2018年6月発売の商品のパッケージをリニューアルしたもので、
本体仕様に変更はありません。 ※デザイン、仕様は変更になる場合があります。

シノケラトプス スティギモロク プテラノドン

各1,100円(税込)

ナーストケラトプス バリオニクス ディモルフォドン

アマルガサウルス ブラキオサウルス ステゴサウルス

ブルー（スノーVer.） ケツァルコアトルス アトロキラプトル（タイガー）

スピノサウルス

12,100円(税込予価)12,100円(税込予価)

※画面や効果音の表現はイメージです。　※画像は実際の商品・画面とは多少異なる場合がございます。※画面や効果音の表現はイメージです。　※画像は実際の商品・画面とは多少異なる場合がございます。※画面や効果音の表現はイメージです。　※画像は実際の商品・画面とは多少異なる場合がございます。

対象年齢4歳以上

© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc.｠All Rights Reserved.
Jurassic World franchise ©｠ Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. Series © DreamWorks Animation LLC. All rights reserved.

ガ
オ
オ
オ
オ
オ
オ
ウ
！！

ガ
オ
オ
オ
オ
オ
オ
ウ
！！

ガ
オ
オ
オ
オ
オ
オ
ウ
！！

ジュラシック・ワールド                体感できる、
薄くてカッコイイ新世代スマートガジェット！
ジュラシック・ワールド                体感できる、
薄くてカッコイイ新世代スマートガジェット！
ジュラシック・ワールド                体感できる、
薄くてカッコイイ新世代スマートガジェット！

新作映画の世界も新作映画の世界も新作映画の世界も

リチウムイオン電池1個使用（電池は内蔵です。） REQUIRES 1 Li-ion BATTERIES （INCLUDED）

パラサウロロフス ディメトロドン

カバー開閉アクションが
ゲームクリアのカギだ！
カバー開閉アクションが
ゲームクリアのカギだ！
カバー開閉アクションが
ゲームクリアのカギだ！

        
   にも

注目！
        

   にも

注目！
カバーの

マド
カバーの

マド
カバーの

マド

ジュラシック・ワールドジュラシック・ワールド

スマートガジェット ダイノゲートスマートガジェット ダイノゲート

逃げた恐竜を探して
見つけて救出せよ！

ジュラシック・ワールドの
恐竜が50種以上登場！

遊べるアプリはなんと2８種類！
発掘、ブルーの育成・バトルや、ミニゲームもたくさん！

中にはアニア図鑑も！



アプリ!

カメラ機能搭載!

動画も
見られる!

種!

リチウムポリマー電池１個使用(電池は内蔵です。)※アダプター別売
（タカラトミー 玩具専用ACアダプター TYPE5Uをご使用ください）

単3形乾電池8本使用(電池別売） ※アダプター別売
（タカラトミー 玩具専用ACアダプター TYPE5Uをご使用ください）

小学館の図鑑NEO編集部監修！

インフォメーション

ゲーム・炭酸入浴料
●アニア恐竜パズルすごろくゲーム

●アニア恐竜炭酸入浴料
●アニア恐竜キャラダマ石鹸

1,078円(税込)
385円
(税込)

５３９円
(税込)

（株)タルガお客様ご相談センター
TEL：03-5550-2351

炭酸入浴料

（株)タルガお客様ご相談センター
TEL：03-5550-2351

タオル ポケットティッシュ 絆創膏・虫よけシール マグネットでぺったんこ

各660円(税込)

各418円
(税込)

各990円
(税込)

●ティラノサウルス(ループ） ●アニア 6Pポケットティッシュ
●トリケラトプス(ループ）

●絆創膏

●虫よけ
　シール

林株式会社お客様ダイヤル
TEL:072-759-7155

シールブック

株式会社トキワ商事
TEL:0120-122-187

パズル

株式会社トキワ商事
TEL:0120-122-187

インナー

モリリン株式会社
TEL:0120-993-655

靴下

助野株式会社 お客様相談室 
TEL:0120-717-031

ハヤシ商事株式会社
TEL:0120-84-0535

スケーター株式会社
TEL:0742-63-2001

銀鳥産業株式会社
TEL:052-241-9346

各165円(税込)

●マグネットでぺったんこ アニア

各550円(税込)

各３８５円(税込)

17,490円（税込）

タカラトミーグループお客様相談室
TEL:0570-041173

LINEスタンプ

普段言いにくいことや
直接伝えるには恥ずか
しいことをかわいい動
物が代わりにスタンプ
で伝えます。

パンダの
アニアが
てんこもり

●２Ｐブリーフ ●アニア恐竜靴下●２Ｐボクサーブリーフ

●２Ｐ半袖丸首肌着

各110円(税込) 各110円(税込)

1,078円(税込) / 1,188円(税込)

各418円(税込)

●アニア 恐竜 シールブック
●アニア 動物 シールブック

●アニア 恐竜 こどもパズル
●アニア 動物 こどもパズル 

1,408円(税込)

入園・入学におすすめ！遊びながら楽しく学べる！ 入園・入学におすすめ！遊びながら楽しく学べる！ 入園・入学におすすめ！遊びながら楽しく学べる！ 

持ち運んで楽しめる、電子図鑑タブレット！持ち運んで楽しめる、電子図鑑タブレット！ 32,780円（税込）地球儀とパッドが連動する、しゃべる地球儀！

対象年齢3才以上 対象年齢6才以上

●アニア動物園炭酸入浴料

●アニア昆虫炭酸入浴料
●アニア水族館炭酸入浴料



トミカ、プラレール、
アニアから生まれた
楽しい仲間たち！

お客様にご入力頂きました個人情報は、ご当選者様への連絡、賞品の送付、および個人を特定しない形での統計に必要な範囲内で使用させて頂きます。
個人情報の具体的な取扱い規約につきましては、ホームページをご覧ください。（www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html）なお、16歳未満の
方は保護者の方と一緒にご入力ください。

www.takaratomyfans.com/vehiclezoo2022/第二弾：2022年6月30日(木)17:00～9月30日(金)17:00締切
第一弾：2022年4月14日(木)～6月30日(木)16:59締切

「トミカ＆プラレールカタログwithアニア2022」デジタル版に隠された6つの文字と必要事項を入力して応募すると、抽選で
第一弾,二弾合計20名様にトミカ・プラレール・アニアの豪華詰め合わせセット(5,000円相当)のおもちゃが当たるよ!しかも、
応募いただいた方全員にタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」で使用できるトミカ・プラ
レール・アニア商品対象のクーポンコード（2,000円以上ご購入で500円OFFクーポン）をプレゼント！ 応募はこちら！

「トミカ＆プラレールカタログwithアニア2022」デジタル版の
ページのどこかに6つの文字が隠れているよ！その文字を集めて応募しよう！！

※予定は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

〇〇〇〇〇〇

デジタル版

カタログに
ある

6つの文字
を

探して応募
しよう！

ヒント

6つの文字は
こんな感じで隠れているよ！

探してね！探してね！

び

詳細を
チェック！

アニメ

うた 遊び

知育・学習

タカラトミーチャンネルで大人気配信中！タカラトミーチャンネルで大人気配信中！タカラトミーチャンネルで大人気配信中！

全員に「タカラトミーモール」のクーポンをプレゼント！

トミカ・プラレール・アニアのおもちゃが抽選で合計２0名様に当たる‼抽選で合計20名様に当たる‼
しかも、応募いただいた方

全員に「タカラトミーモール」のクーポンをプレゼント！

デジタル版カタログで実施中！



トミカとプラレールで自由に遊ぶことができる
プレイコーナーや大迫力の大型ジオラマもあるよ！

あそじ　 ゆう

おお がた

■スバル WRX S４ STI Sport #　770円（税込）
■スバル レヴォーグ トミカタウン ドクターカー仕様　770円（税込）

だい はくりょく

トミカショップでは「組み立て工場」や
「ミニイベント」を毎日実施中です！
・トミカ組み立て工場は、店舗により車種が替わります。 
 車種はホームページまたは、各店舗でご確認ください。
・ミニイベントは、店舗により内容が異なります。 
 イベントはホームページまたは、各店舗でご確認ください。

く た こう

まいにち じっ し ちゅう

じょう

トミカショップ・
プラレールショップの
ポイントカードが更に
使い易く便利なカード
になりました！！！

ポイントをためて、いろいろな景品をGET!
けいひん ポイントカードに入会すると１００円お買い上げごとに

１ポイント加算されます！

FUN VILLAGE  with トミカ・プラレール・
リカちゃん（群馬県伊勢崎市）
トミカとプラレールの世界が楽しめるファミリー向け
テーマパーク。Ｅ５系新幹線はやぶさのプラレールや
トミカバスをモチーフとした乗り物は迫力満点です。

テーマパーク

セガ スマーク伊勢崎
TEL.0270-62-3886
１０:00～２１:00 （最終入場 20:30）
https://tempo.gendasega.jp/funvillage/isesaki.html

FUN VILLAGE 
with トミカ（富山県高岡市）
トミカの世界を実体験できるファミリー向けテーマパーク。
工事現場風の３Ｄ迷路スライダーや巨大ボールプール、
ギミックいっぱいのバスライドなど楽しい遊具が満載です。

テーマパークテーマパーク

セガ イオンモール高岡
TEL.0766-27-2482
１０:00～２１:00 （最終入場 20:30）
https://tempo.gendasega.jp/funvillage/takaoka.html

 
 

フォーシーズンズホテル丸の内 東京
03-6810-0631（予約課直通）　https://www.fourseasons.com/jp/tokyo/

トレインビュー＆プラレールプラン
お部屋にご用意したプラレールで遊びながら、実物の電車が目の前で行き交う、
迫力ある眺めを客室からお楽しみいただけるプランです。

■プラレールセットのお貸出し
■プラレールグッズのプレゼントとアメニティ
■フレーム入り記念写真プレゼント など

トレインビュー＆プラレールルームプラン
鉄道好きの「わくわく」を地上150mのお部屋で体験！
広々としたコーナールームより眼下に広がる鉄道ジオラマのような眺望を楽しみながら
プラレールで遊べます！

■プラレールセットのお貸出し
■プラレールグッズ（キッズアメニティ）プレゼント
■リニア・鉄道館入館引換券付き
■ホテルオリジナルトレインビューBOOKをプレゼント など

※料金は日によって変動します。

プラレールショップはおもちゃ以外にも沢山のグッズを用意！！

発売

https://www.omochaoukoku.co.jp/



■トミカプールバッグ（BTM3-1000）
　価格：1,100円（税込）
■プラレールプールバッグ（BPL3-1000）
　価格：1,100円（税込）
■ダイカットボストンバッグ（BTM-2300）
　価格：2,530円（税込）
■ダイカットリュックサック 消防車（DTM5-3300）
　価格：3,630円（税込）
■ダイカットリュックサック Ｄｒ.イエロー（DPL4-3301）
　価格：3,630円（税込）

• ハンドルに付いたエンジン音と「のりものGOGOパラダイス」の音楽でノリノリドライブ!
• 室内専用乗用玩具なので、タイヤにはやわらかリング付き。
　音が出るのと、床に傷が付くのを防ぎます。
• 後部にはトミカを収容できます(約4台)。トミカが増えてもすっきり片付け!
＊トミカは付属しません（ビークル1台のみ付属）

0120-511-457  https://www.idesnet.co.jp https://www.showa-note.co.jp/
アイデス株式会社 お客様相談室

株式会社ビタットジャパン
TEL.042-313-2912（平日9:30～17:30）
https://www.bitatto-japan.com/

■ウェットシートのフタ Bitatto　
　新幹線集合 PBL（レギュラー）
　価格：405円（税込）
■ウェットシートのフタ Bitatto 
　オールスターズ WT（ミニ）
　価格：328円（税込）
■ビタットシェード 
　TOMICA
　価格：1,100円（税込）

■プラレール パズルすごろくゲーム
■トミカ パズルすごろくゲーム　　　
　 価格：各1,100円（税込）
■プラレール 新幹線大好き‼炭酸入浴料
■トミカ はたらくトミカ炭酸入浴料
■トミカ 建設車両炭酸入浴料　　　
　 価格：各385円（税込）
■プラレール おふろ水でっぽう炭酸入浴料
■トミカ おふろ水でっぽう炭酸入浴料　　
　 価格：各495円（税込）

雑貨

株式会社タルガ お客様ご相談センター
TEL.03-5550-2351（10時～12時、13時～17時（土、日、祝日を除く））
www.targa-japan.com

パイオニア株式会社
TEL.06-6908-3560
https://www.ps-fan.jp/

■トミカ ワッペン（4種）
■プラレール ワッペン（5種）
　価格：各715円（税込）

■トミカ・プラレール B4パズル　
■トミカ A5ぬりえ　
■トミカ・プラレール B5ぬりえ　
■トミカ・プラレール B5じゆうちょう　

価格：各550円（税込）
価格：132円（税込）
価格：各220円（税込）
価格：各209円（税込）



アプリ

菓子

■トミカ　標識セット　価格：550円（税込）

タカラトミーグループ お客様相談室
www.takaratomy-arts.co.jp0570-041173 10～17時（土日・祝日を除く）

■プラレール 16170 光るDr.イエロースニーカー
■プラレール 16171 光るN700スニーカー
　価格：各3,850円（税込）
■プラレール 16129 かがやきスニーカー
■プラレール 16077 こまちスニーカー
■プラレール 16096 はやぶさスニーカー
■プラレール 16226 ALFA-Xスニーカー
　価格：各3,190円（税込）
■プラレール 16259 京成スカイライナー AE形スニーカー 
■プラレール 16257 成田エクスプレス スニーカー
　価格：各3,190円（税込）
■プラレール 16235 はやぶさスクールシューズ
■プラレール 16236 かがやきスクールシューズ
■プラレール 16238 ドクターイエロースクールシューズ
　価格：各1,650円（税込）
■トミカ 10668 光るパトロールポリス スニーカー
■トミカ 10669 光るファイアレスキュー スニーカー
　価格：各3,850円（税込）

10668 10669

16259 16257

https://ec.kamaboko.com/shop/

いっしょにあそぼう！
自然ツアー編
いっしょにあそぼう！
自然ツアー編
いっしょにあそぼう！
自然ツアー編

いっしょにあそぼう！自然ツアー編いっしょにあそぼう！自然ツアー編いっしょにあそぼう！自然ツアー編

■カプセルプラレール  いっしょにあそぼう！自然ツアー編
　価格：1回200円（税込）

■ポケットトミカ  いっしょにあそぼう！自然ツアー編
　価格：1回200円（税込）



■トミカ絆合体 アースグランナー
　DVD-BOX3
　価格：6,600円（税込）

■【DVDつき】トミカ・プラレールといっしょブック（年３回・不定期刊）
　価格：990円（税込）
■プラレールトーマスはってはがせる！ジオラマシールブック
　価格：1,320円（税込）
■学研わくわく知育ドリル トミカ・プラレール　レッツゴー！おけいこ ２・３・４歳
■学研わくわく知育ドリル トミカ・プラレール　レッツゴー！めいろ ２・３・４歳
■学研わくわく知育ドリル トミカ・プラレール　レッツゴー！ひらがな ３・４・５歳
　価格：各858円（税込）
■学研ムック プラレールだいしゅうごうブック
　価格：1,390円（税込）

■めくってあそぼう！しかけえほん　プラレール
■小学館のカラーワイド プラレール トーマス もじ・かず・おけいこ
　価格：各990円（税込）
■ひらめき★シールえほん トミカ・プラレール
■ひらめき★シールえほん トミカ
　価格：各825円（税込）
■シールであそぼう！トミカだいぼうけん
■シールであそぼう！トミカ
　価格：各550円（税込）
■小学館のカラーワイド トミカ・プラレール のりのりおけいこ！
　価格：990円（税込）

■トミカのひみつ100 　価格：1,320円（税込）
■トミカでできちゃう！ 交通ルール　価格：660円（税込）
■トミカ超図鑑プレミアム　価格：2,420円（税込）
■プラレール超図鑑デラックス 　価格：2,200円（税込）
■トミカコレクション2022
■プラレールコレクション2022　価格：各935円（税込）
■トミカ サウンドドライブ
■プラレール サウンドレールウェイ　価格：各3,410円（税込）

本

■トミカ大集合 2022年版
■プラレール大集合 2022年版
　価格：各880円（税込）
■トミカ あそんでおぼえる本 ひらがな・カタカナ・ＡＢＣ
■トミカ あそんでおぼえる本 かず
■トミカ あそんでおぼえる本 めいろ・はる・きる
■プラレール あそんでおぼえる本 ひらがな・カタカナ・ＡＢＣ 
■プラレール あそんでおぼえる本 かず 
■プラレール あそんでおぼえる本 めいろ・はる・きる
　価格：各715円（税込） 



アニアの
商品を
チェック
しよう！

（営業時間 ： 土日祝日を除く平日10時～17時）

www.takaratomy.co.jp

takaratomymall.jp/

アニアの世界を
見てみよう！
アニアの世界を
見てみよう！

アニアの
商品を
チェック
しよう！

※予告なく、商品の仕様の一部、価格を変更する場合や、やむなく生産を中止する場合がありますのでご了承ください。※カタログに掲載されているタカラトミー商品のお求めは玩具店、
　デパート、量販店、トミカ・プラレールショップなどにてお買い求めくださるようお願い申し上げます。（一部商品をのぞく）※価格は標準小売価格（税込）で、2022年7月時点のものです。
※写真の光や軌跡はイメージです。

お客様にご入力頂きました個人情報は、ご当選者様への連絡、賞品の送付および個人を特定しない形での統計
に必要な範囲内で使用させて頂きます。個人情報の具体的な取扱い規約につきましては、下記のウェブサイトを
ご覧ください。https://www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html
なお、16歳未満の方は保護者の方と一緒にご入力ください。

https://www.takaratomyfans.com/tomipla2022/

カタログ読者アンケート実施中！
アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で
10名様にトミカ、プラレールまたはアニア商品詰め
合わせ（5,000円相当）をプレゼント！

応募期間：2022年10月15日（土）締切

presentトミカ・プラレールの
イベント最新情報イベント最新情報
を見てみよう！

ジョブレイバーのアニメは
動画サイトYouTube等で
大好評配信中！

タカラトミー LINE公式アカウント
と友だちになろう！

タカラトミー LINE公式アカウント
と友だちになろう！
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