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 鉄道模型の新しい風

ロクハン

この度、日本の鉄道模型の世界に新しい風を吹かせるため、「ロクハン」というブランドを設立しました。
ロクハンはZゲージのレール幅が6.5mmに由来しています。よって、ロクハンは基本的にZゲージの鉄
道模型に特化した会社です。下記のようなことを目指して進めていきたいと考えております。
1. ロクハンは、ポイントレールを含めた道床付レールから始まって、車両、ストラクチャー、
　  コントローラー、その他をZゲージにて製造・販売をします。それによって、今までの主流で
    あったNゲージ、HOゲージの鉄道模型とは違う、もう1つの新しい鉄道模型の世界を
    クリエイトします。

2. ロクハンは、技術屋集団です。全ての企画、設計は日本で行い、生産だけ中国で行います。

3. Zゲージという小さい車両の特性を最大限に生かす商品作りをします。ロクハンは、小さな
    レイアウト、そして小さな車両、ストラクチャーに 集中することにより、眺めて、集めて、そして
    走りも楽しむことのできる鉄道模型を提供します。

4. ロクハンは、1/220スケールの商品を提供致します。

上記の目標を掲げ、新しいブランドを立ち上げました。できるだけ皆様の声に耳を傾け、新しい
鉄道模型の世界を作れるよう社員一同邁進するつもりでおりますので、皆様のご支援宜しく
お願い申し上げます。



セット内容
キハ５２　国鉄旧標準色×１両
ＲＣ０２コントローラー×１台
フィーダーケーブル×１本
リレーラー×１本
直線２２０ｍｍレール×１本
曲線Ｒ１２０－４５°Ｒ９５-４５°×各４本
Ｒ４９０－１３°×２本

Ｒ０６２　渡り線付き 複線オーバルセット Ｒ０６３　単線立体交差セット

価格　９，５００円 価格　２４，０００円

セット内容
ＤＤ５１機関車×１両
コキ１０６貨車×２両．２０フィートコンテナ×６個
ＲＣ０２コントローラー×１台
フィーダーケーブル×１本
リレーラー×１本
直線２２０ｍｍレール×２本
曲線Ｒ１７０－４５°×８本

価格　１９，０００円

Ｇ００３－１　キハ５２　スターターセット

価格　１２，８００円

スターター車両セット　　スターターレールセット

Ｇ００２－１　　ＤＤ５１　コンテナ列車セット



トランクレイアウト

　　　　　価格 トンネルタイプ ２２，０００円

フラットタイプ ２０，０００円



国鉄・ＪＲ車両　　近郊型電車

 Ｔ００１－１　　１１３系２０００番台
 湘南色　　４両基本セット

クハ１１１－２０００　　ヘッド･テールライト点灯 モハ１１３－２０００

モハ１１２－２０００　　動力車 クハ１１１－２１００　　ヘッド･テールライト点灯

Ｔ００３－１　　１１３系２０００番台
 横須賀色　　４両基本セット

クハ１１１－１５００　　ヘッド･テールライト点灯 モハ１１３－１５００

モハ１１２－１５００　　動力車 クハ１１１－１６００　　ヘッド･テールライト点灯

価格　５，７００円 価格　５，７００円

■Ａ００９　室内灯Ａタイプ　１本入り 室内灯：全車Ａタイプ取付可能

増結セット

ＪＲ東日本商品化許諾済

本体価格　１３,８００円

増結セット

本体価格　１３,８００円

　本体価格　７８０円

--------室内灯--------



国鉄・ＪＲ車両　　近郊型電車

 Ｔ００１－２　　１１３系２０００番台
 湘南色　　５両増結セット

価格　１８,５００円

サハ１１１－２０００ モハ１１３－２０００

モハ１１２－２０００ サロ１１０－１２００

サロ１１０－１２００

 Ｔ００３－２　　１１３系１５００番台
 横須賀色　　５両増結セット

価格　１８,５００円

サハ１１１－２０００ モハ１１３－２０００

モハ１１２－２０００ サロ１１０－１２００

室内灯　全車Ａタイプ対応

サロ１１０－１２００ JR東日本商品化許諾済



国鉄・ＪＲ車両　　近郊型電車

１１５系　１０００番代
価格　各１２，８００円

価格　１８,５００円

　　　Ｔ０１１－１　１１５系１０００番代　　旧長野色

Ｔ０１１－２　１１５系１０００番代　　新新潟色

価格　１８,５００円

　　　Ｔ０１１－３　１１５系１０００番代　　横須賀色

Ｔ０１１－４　１１５系１０００番代　　新潟色
室内灯　全車Ａタイプ対応

JR東日本商品化許諾済



国鉄・ＪＲ車両　　電気機関車

ＥＦ６６
価格　各１２，８００円 　　　価格　各９，５００円　

Ｔ００８－１　ＥＦ６６　前期形　ヒサシ無し Ｔ００８－２　ＥＦ６６　２０号機　ＪＲ貨物試験塗装

Ｔ００８－３　ＥＦ６６　JR貨物更新機 Ｔ００８－４　ＥＦ６６　JR貨物新更新機

Ｔ０１１－２　１１５系１０００番代　　新新潟色

Ｔ００８－５　ＥＦ６６　後期形

　　　Ｔ０１１－３　１１５系１０００番代　　横須賀色

ヘッドライト点灯

Ｔ０１１－４　１１５系１０００番代　　新潟色

Ｔ００８－６　ＥＦ６６　５４ 直販限定品
ＪＲ貨物承認済

JR東日本商品化許諾済



国鉄・ＪＲ車両　　ディーゼル機関車

価格　８,５００円

　　　　　　　　　Ｔ００２－１　寒地形　国鉄色 　　　　Ｔ００２－２　ＪＲ貨物Ａ更新色

交換用　列車無線アンテナ付き屋根　付属

　　　　　　　Ｔ００２－３　ＪＲ貨物新Ａ更新色 　　　　　　Ｔ００２－４　ＪＲ北海道色

　　　　Ｔ００２－５　ＪＲ貨物エンジン更新車 　　　Ｔ００２－６　ユーロライナー色

　　　　　　　　　Ｔ００２－７　暖地型国鉄色

交換用　列車無線アンテナ付き屋根　付属

ヘッドライト点灯

アーノルドカプラー標準装備 ＪＲ北海道商品化許諾済　　ＪＲ東海承認済

交換用　アメリカ型／ヨーロッパ型ナックルカプラー付属ＪＲ西日本商品化許諾済　　ＪＲ貨物承認済

ＤＤ５１ １０００



国鉄・ＪＲ車両　　ディーゼル機関車

価格　９，０００円

　　　　Ｔ００２－２　ＪＲ貨物Ａ更新色

T012-1　DE10 1500　A寒地形国鉄色

T012-2　DE10 1500　A寒地形ノスタルジック色

T012-3　DE10 1500　A寒地形シルフィード色

Ｔ００２－７　暖地

T012-4　DE10 1500　A寒地形ＪＲ貨物新更新色
ＪＲ東日本商品化許諾済

ＪＲ四国承認済

ＪＲ貨物承認済

ＤＥ１０　ＪＲ四国タイプ ＤＥ１０　１７０５　茶色塗装

ＤＥ１０　１５００

ロクハンショップ限定品



国鉄・ＪＲ車両　　客車
 Ｔ００６－１　　国鉄１４系　特急形客車

　　　　　４両基本セット
価格　１２,８００円

　　　　　　スハフ１４－２２ 　オハ１４－７７

　　　　　　　オハ１４－８１ オハフ１５－２０

 Ｔ００６－２　　国鉄１４系　特急形客車
２両増結セット

価格　５,７００円

　　　　　　オハ１４－７４ 　オハ１４－７５

 Ｔ００６－３　　１４系　特急形客車
 ユーロピア　　６両セット

価格　１８,５００円

   　　　　　スハフ１４－５ オハ１４－７０１

   　　　　オハ１４－７０２ オハフ１５－７０１

 Ｔ００６－４　　１４系　特急形客車
　リゾート　　４両セット

価格　１２,８００円

　　　　　　スハフ１４－２１ 　オハ１４－１８３

室内灯：Ａタイプ対応ＪＲ東海承認済　ＪＲ西日本商品化許諾済　ＪＲ四国承認済



国鉄・ＪＲ車両　　客車
Ｔ０１４－１　ＪＲ５０系客車２０００番代　

　　　６両セット
室内灯：Ａタイプ対応 価格　１８，５００円

オハフ５０－２０００ オハ５０－２０００

ＪＲ四国承認済

Ｔ０１４－２　国鉄５０系客車　
　　　４両基本セット

室内灯：Ａタイプ対応 価格　１２，８００円

オハフ５０－０ オハ５０－０

オハ５０－０ オハフ５０－０

Ｔ０１４－３　国鉄５０系客車　 Ｔ０１４－５　　オハフ５０
　　　　　　　　　　　　　　２両増結セット

価格　５，８００円 価格　３，８００円

オハ５０－０

Ｔ０１４－４　もおか鉄道５０系客車　 　　　オハフ５０－０

　　　３両セット
室内灯：Ａタイプ対応 価格　１２，８００円

真岡鐵道株式会社承認済



国鉄・ＪＲ車両　　気動車
キハ５２　１００

価格　７,６００円

Ｔ００９－１

国鉄標準色

Ｔ００９－２

首都圏色

Ｔ００９－３

大糸線色

Ｔ００９－４

国鉄旧標準色

ヘッド／テールライト点灯

増結用アーノルドカプラー付属

室内灯：Ｂタイプ対応

ＪＲ東日本商品化許諾済　　ＪＲ西日本商品化許諾済

真岡鐵道株式会社承認済



国鉄・ＪＲ車両　　貨車
コキ１０６

価格　７,６００円 定価　３,２００円

コキ１０６　ブルー　２両セット コキ１０６　グレー　２両セット

セキ３０００．６０００ 定価　２,８００円

Ｔ００５－１

T005-1　セキ３０００　２両セット 　　　　　T005-2　セキ６０００　広　２両セット T005-3　セキ６０００　西　２両セット

セキシリーズは、
各形式に応じた色

タキ１０００ 定価　３,８００円

T004-1　タキ１０００　日本石油輸送　２両セット 　　　　　　　　T004-4　タキ１０００　日本石油輸送　ENEOSマーク

２両セット

T004-2　タキ１０００　日本オイルターミナル　帯入り　 　　　　　　　　T004-5　タキ１０００　日本オイルターミナル　矢羽マーク

２両セット ２両セット

T004-3　タキ１０００　日本オイルターミナル　ｴｺﾚｰﾙ　２両セット

ＪＲ貨物承認済

（社）鉄道貨物協会商標使用許諾済

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社商標使用許諾済

ＪＲ東日本商品化許諾済　　ＪＲ西日本商品化許諾済 日本石油輸送株式会社商標使用許諾済

日本オイルターミナル株式会社商品化許諾済



アクセサリー　　１２ｆｔコンテナ
各３個入り　１，４８０円

定価　３,２００円

A103-1 JR貨物
19Aコンテナ　３

　　　　　　　　　A103-6　JFEスチール　U19A　イルカコンテナ　３個入り　

定価　１，５８０円　

定価　２,８００円

A103-2 JR貨物
19Bコンテナ　３

　
あああああああ

T005-3　セキ６０００　西　２両セット

A103-3 JR貨物
19Bリニューアル

　
あああああああ

A103-4　中央通運
U19Aコンテナ　精密

A103-5　中央通運
U19Aコンテナ

（社）鉄道貨物協会商標使用許諾済

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社商標使用許諾済

日本石油輸送株式会社商標使用許諾済

日本オイルターミナル株式会社商品化許諾済



アクセサリー　　１２ｆｔコンテナ
各３個入り　１，４８０円

　　A104-1 日本石油輸送　UR19Aコンテナ 　　　　A104-5　日本曹達　U19Aコンテナ　（赤・水色）

3個入り　　1,580円 ４個入り　　1,780円

　　　　　　　　　A103-6　JFEスチール　U19A　イルカコンテナ　３個入り　

定価　１，５８０円　

　　　　A104-6　日本曹達　U19Aコンテナ　（茶・クリーム/赤）

４個入り　　1,780円

　　A104-2 函館運送　UR19Aコンテナ　３個入り　

3個入り　　1,580円

　　　　A104-7　日本曹達　U19Aコンテナ　（オレンジ・緑）

４個入り　　1,780円

　　A104-3 中央通運　U19Aコンテナ　３個入り　

3個入り　　1,580円

　　　　A104-8　日本曹達　U19Aコンテナ　（黄色・青）

４個入り　　1,780円

　　A104-4 中央通運　U19Aコンテナ　ゆうパック　３個入

3個入り　　1,580円

　　　　A104-9　日本曹達　U19Aコンテナ　（クリーム・白/緑）

４個入り　　1,780円

　　　　A104-10　日本曹達　U19Aコンテナ　（黄緑・白/青）

４個入り　　1,780円



アクセサリー　　２０ｆｔコンテナ

各２個入り　１，４８０円

　A105-1　ＪＲ貨物　30Aコンテナ　紫/黒　２個入り

　A108-1　Ｐ＆Ｏ　20ｆｔ海上コンテナ　２個入り

　A105-2　ＪＲ貨物　30Aコンテナ　紫　２個入り

　A108-2　K-Line　20ｆｔ海上コンテナ　２個入り

　A105-3　ＪＲ貨物　30Aコンテナ　青　２個入り

　A108-3　ＨＹＵＮＤＡＩ　20ｆｔ海上コンテナ　２個入り

　A106-1　福山通運　ＵＣ７コンテナ　２個入り

　A108-4　EVERGREEN　20ｆｔ海上コンテナ　２個入り

　A106-2　西濃運輸　U30Bコンテナ　２個入り

　A108-5　HAMBURG　20ｆｔ海上コンテナ　２個入り

　A107-1　センコー　U32Aコンテナ　２個入り

　ＪＲ貨物承認済　福山通運商標使用許諾済　西濃運輸商標使用許諾済

　A107-2　日本通運　U40Aコンテナ　２個入り 　センコー株式会社商品化許諾済　日本通運株式会社商品化許諾済

　「○通」「日本通運」は、日本通運株式会社の登録商標です。

　川崎汽船株式会社商品化許諾済



アクセサリー　　３１ｆｔコンテナ

各２個入り　　定価　１，５８０円

■A102-1　日本通運　３１ft　ＥＣＯＬＩＮＥＲ　白 ■A102-６　日本通運　スーパーグリーンシャトルライナー

■A102-2　日本通運　３１ft　ＥＣＯＬＩＮＥＲ　青 ■A102-７　中央通運　Ｕ５１Ａ　３１ｆｔコンテナ

■A102-3　日本通運　３１ft　ＢＩＧ　ＥＣＯＬＩＮＥＲ ■A102-８　ＪＲ貨物　４８Ａ　３１ｆｔコンテナ

■A102-4　日本通運　３１ft　５５ＢＩＧ　ＥＣＯＬＩＮＥＲ ■A102-９　全国通運　Ｕ４７Ａ　３１ｆｔコンテナ

■A102-5　全国通運　スーパーグリーンシャトルライナー ■A102-10　札幌通運　Ｕ４７Ａ　３１ｆｔコンテナ

日本通運株式会社商品化許諾済 「○通」「日本通運」は、日本通運株式会社の登録商標です。

社団法人全国通運連盟商標使用許諾済　社団法人鉄道貨物協会商標使用許諾済　全国通運株式会社商品化許諾済

ＪＲ貨物承認済 中央通運株式会社商標使用許諾済　札幌通運株式会社商標使用許諾済　ＪＲ貨物承認済



アクセサリー　　コンテナ

各２個入り　　定価　１，５８０円 各２個入り　　１，２８０円

■A101-1　K-LINE　４０ft海上コンテナ ■A101-7　P&O　４０ｆｔ海上コンテナ

■A101-2　MSC　４０ft海上コンテナ ■A101-8　CHINA SHIPPING　４０ｆｔ海上コンテナ

■A101-3　Ｔｅｘ　４０ft海上コンテナ ■A101-9　WAN HAI　４０ｆｔ海上コンテナ

■A101-4　OOCL　４０ft海上コンテナ ■A101-10　HAMBURG SUD　４０ｆｔ海上コンテナ

■A101-5　Hapag-Lloyd　４０ｆｔ海上コンテナ ■A101-11　EVERGREEN　４０ｆｔ海上コンテナ

■A101-6　ＳＩＮＯＴＲＡＮＳ　４０ｆｔ海上コンテナ

川崎汽船株式会社商品化許諾済 ＭＳＣ ＪＡＰＡＮ K.K.商品化許諾済 ＴＥＸＴＡＩＮＥＲ Group Holdings Ltd商品化許諾済



 レール　クラシックトラックシリーズ

各２個入り　　１，２８０円

■Ｒ００９　直線レール　２２０ｍｍ　４本入り　　給電部付き ■Ｒ００４　曲線レール　Ｒ２２０　４５°　４本入り

価格　１,１８０円 価格　９８０円

■Ｒ００１　直線レール　１１０ｍｍ　４本入り　　給電部付き ■Ｒ００２　曲線レール　Ｒ１９５　４５°　４本入り

価格　９８０円 価格　９８０円

■Ｒ０３６　直線レール　１１２．８ｍｍ　２本入り

価格　９８０円 ■Ｒ００３　曲線レール　Ｒ１７０　４５°　４本入り

価格　９８０円

■Ｒ０２４　直線レール　５５ｍｍ　２本入り　　給電部付き

価格　９８０円 ■Ｒ００５　曲線レール　Ｒ１４５　４５°　４本入り

価格　９８０円

■Ｒ０３０　直線レール　２５mm　４本入り

価格　９８０円 ■Ｒ０１１　曲線レール　Ｒ１２０　４５°　４本入り

価格　９８０円

■Ｒ０１３　エンドレール ■Ｒ０２９　ヨーロッパ型エンドレール ■Ｒ０１０　曲線レール　Ｒ９５　４５°　４本入り

価格　６８０円 価格　６８０円 価格　９８０円

■Ｒ０１５　曲線レール　Ｒ２７０　３０°　６本入り ■Ｒ０１８　曲線レール　Ｒ７０　４５°　４本入り

価格　１,４８０円 価格　９８０円

■Ｒ０１４　曲線レール　Ｒ２４５　３０°　６本入り ■Ｒ０４６　曲線レール　Ｒ４５　４５°　４本入り

価格　１,４８０円 価格　９８０円

■Ｒ０４５　直線レール　１１０ｍｍ　道床無し　２本入り ■Ｒ０３１　アジャスタブルレール　１００～１２０ｍｍ

価格　８８０円 価格　１，２８０円



レール　クラシックトラックシリーズ

■Ｒ０２６　電動/手動カーブポイントレール　左分岐 ■Ｒ０２７　電動/手動カーブポイントレール　右分岐

　　　　　　Ｒ１９５　３０°カット済レール　１本付き 　　　　　　Ｒ１９５　３０°カット済レール　１本付き

価格　３,５００円 価格　３,５００円

■Ｒ０３９　電動/手動ポイントレール 110ｍｍ 左分岐 ■Ｒ０４０　電動/手動ポイントレール 110ｍｍ 右分岐

　　　　　　　　　１１０ｍｍカット済レール　１本付き 　　　　　　　　　１１０ｍｍカット済レール　１本付き

価格　２,３００円 価格　２,３００円

■Ｒ０２２　電動/手動ポイントレール　５５ｍｍ　左分岐 ■Ｒ０２３　電動/手動ポイントレール　５５ｍｍ　右分岐

　　　　　　　　　　５５ｍｍカット済レール　１本付き 　　　　　　　　　　５５ｍｍカット済レール　１本付き

価格　２,４００円 価格　２,４００円

■Ｒ０３４　ダブルスリップポイントレール　左分岐 ■Ｒ０３５　ダブルスリップポイントレール　右分岐

　　　　　カット済み５３．６ｍｍ補助レール　２本付き 　　　　　カット済み５３．６ｍｍ補助レール　２本付き

価格　５,６００円 価格　５,６００円



 レール　クラシックトラックシリーズ

■Ｒ０２０　クロスレール　１３°　53.6mmレール２本付き ■Ｒ０３７　アンカプラーレール　５５ｍｍ　１本入り

価格　１,８８０円 価格　６８０円

■Ｒ０１２　曲線レール　Ｒ４９０　１３°　２本入り

■Ｒ０２５　クロスレール　９０° 価格　６８０円

価格　９８０円 ※Ｒ４９０は、１１０ｍｍポイントレールの補助レール

として使用します。

■Ｒ０１９　曲線レール　Ｒ１２７　２６°　２本入り ■Ｒ０１６　フレキシブルレール　３３０mm　１本入り

価格　６８０円 価格　１,２８０円

※Ｒ１２７は、５５ｍｍポイントレールの補助レールとして使用します。

セット内容 セット内容

■Ｒ０２３　電動/手動ポイントレール　５５ｍｍ　右分岐 １１０ｍｍポイント 曲線レール

　　Ｌ／Ｒ　各１本 　　Ｒ１９５　８本

直線レール 直線レール

１１０ｍｍカット済 　１１０ｍｍ　４本

２本

■Ｒ０４７　レールセットＢ Ｒ４９０　１３°２本 ■Ｒ０２８　オーバルセットＡ

価格　４,７５０円 価格　２,８００円

■Ｒ０６４　カント付レール　　Ｒ１９５－３０°　６本入り

　　　　　　　　価格　１,８８０円

■Ｒ０６５　カント付レール　　Ｒ２２０－３０°　６本入り

　　　　　　　　価格　１,８８０円



レール　ＰＣトラックシリーズ

■Ｒ０４９　ＰＣトラック　直線レール　１１０ｍｍ　４本入り　　給電部付き

価格　９８０円

                        ■Ｒ０５５　電動/手動ポイントレール110ｍｍ　左分岐

　　　　　　　　　　１１０ｍｍカット済レール　１本付き

価格　２,３００円

■Ｒ０５０　ＰＣトラック　直線レール　２２０ｍｍ　４本入り　　給電部付き

価格　１,１８０円

■Ｒ０５１　ＰＣトラック　曲線レール　Ｒ１９５　３０°　６本入り ■Ｒ０５６　電動/手動ポイントレール110ｍｍ　右分岐

価格　１,４８０円 　　　　　　　　　　１１０ｍｍカット済レール　１本付き

価格　２,３００円

■Ｒ０５２　ＰＣトラック　曲線レール　Ｒ２２０　３０°　６本入り

価格　１,４８０円

■Ｒ０５３　ＰＣトラック　曲線レール　Ｒ２４５　３０°　６本入り ■Ｒ０５７　電動/手動カーブポイントレール　左分岐

価格　１,４８０円 　　　　　　　　　　R195-30°カット済レール１本付き

価格　３，５００円

■Ｒ０５４　ＰＣトラック　曲線レール　Ｒ２７０　３０°　６本入り

価格　１,４８０円

■Ｒ０６５　カント付レール　　Ｒ２２０－３０°　６本入り

■Ｒ０５９　曲線レール　Ｒ４９０　１３°　２本入り

価格　６８０円 ■Ｒ０５８　電動/手動カーブポイントレール　右分岐

１１０ｍｍポイントの補助レールとして使用します。 　　　　　　　　　　R195-30°カット済レール１本付き

価格　３，５００円

■Ｒ０６６　カント付レール　　Ｒ１９５－３０°　６本入り

価格　１,８８０円

■Ｒ０６７　カント付レール　　Ｒ２２０－３０°　６本入り

価格　１,８８０円

■Ｒ０６８　ダブルスリップポイントレール　左分岐 ■Ｒ０６９　ダブルスリップポイントレール　右分岐

　　　　　カット済み５３．６ｍｍ補助レール　２本付き 　　　　　カット済み５３．６ｍｍ補助レール　２本付き

価格　５,６００円 価格　５,６００円



鉄橋　高架橋

■Ｒ０５５　電動/手動ポイントレール110ｍｍ　左分岐

■Ｒ０４１　単線トラス鉄橋　グリーン　　 　 　■Ｒ０４２　単線トラス鉄橋　赤                  ■Ｒ０６１　単線トラス鉄橋　茶

　１，６５９円　（本体価格　１，５８０円）          １，６５９円　（本体価格　１，５８０円）        １，６５９円　（本体価格　１，５８０円）

■Ｒ０５６　電動/手動ポイントレール110ｍｍ　右分岐

■Ｒ０４３　複線トラス鉄橋　グリーン         ■Ｒ０４４　複線トラス鉄橋　ベージュ　　　　　■Ｒ０６０　複線トラス鉄橋　茶
　 １，７６４円　（本体価格　１，６８０円）       　１，７６４円　（本体価格　１，６８０円）　　　　１，７６４円　（本体価格　１，６８０円）

※　鉄橋にレール及び橋脚は付属いたしません。

■Ｓ０１０　単線高架橋　１１０ｍｍ 　　　　■Ｓ０１９　複線高架橋　１１０ｍｍ         ■Ｓ０２３　ガーダー橋　１１０ｍｍ

　　　　　２本入り 　　　　　 ２本入り  １本入り

価格　８８０円 　　　　価格　９５０円 　　　　　　価格　７８０円

■Ｓ０１１　単線高架橋　Ｒ１９５ ３０°          ■Ｓ０１２　単線高架橋　Ｒ２２０ ３０°　  ■Ｓ０１３ 複線高架橋 Ｒ１９５/２２０ ３０°

　　　　　   ３本入り          ３本入り        ３本入り

　１，４４９円　（本体価格　１，３８０円）             １，４４９円　（本体価格　１，３８０円）      １，６５９円　（本体　　価格　１，５８０円）

※　高架橋にレール及び橋脚は付属いたしません。

■Ｓ０１７　勾配橋脚セット　１０本入り        ■Ｓ０１８　橋脚セット　６本入り

価格　１，２８０円 　                  １，３４４円　（本体価格　１，２８０円）



鉄橋　高架橋

　　■Ｒ０７０　デッキガーダー鉄橋　赤　　定価　１，３８０円 付属パーツを使用すれば、架線柱を立てることが出来ます。

　　■Ｒ０７１　デッキガーダー鉄橋　緑　　定価　１，３８０円 　■S035　単線高架橋用ステップ　２個入り

５８０円

　　■Ｒ０７２　デッキガーダー鉄橋　黒　　定価　１，３８０円

　■S036　複線高架橋用ステップ　２個入り

６８０円

高架橋ステップは、高架線の登りはじめに

　　　　　　　使用するアイテムです。



ストラクチャー

各　９８０円

S024-1　わらぶき屋根農家 　　　　　　　　　S025-1　トタン屋根農家　赤 S025-2　トタン屋根農家　紺　

S025-3　トタン屋根農家　茶 　　　　　　　　　S026-1　瓦屋根民家　灰 S026-2　瓦屋根民家　青

S027-1　トタン屋根民家　赤 　　　　　　　　　S027-2　トタン屋根民家　緑 S028-1　瓦屋根納屋　灰

S029-1　トタン屋根納屋　茶 　　　　　　　　　S029-2　トタン屋根納屋　紺

A017　室内灯ＬＥＤを取り付け可能です。



ストラクチャー

各　１，２８０円

S032-1　商業ビル　A 　　　　　　S032-2　商業ビル　B S032-3　商業ビル　C

S033-1　オフィスビル　Ａ 　　　　　　S033-2　オフィスビル　B S033-3　オフィスビル　C

S034-1　角店ビル　Ａ 　　　　　　S034-2　角店ビル　B

A017　室内灯ＬＥＤを取り付け可能です。



制御機器

各　１，２８０円 １台でポイント２個を操作可能。

ＡＣアダプター又は､単３乾電池（別売）８本で使用可能。

付属品

・ＡＣアダプター

・フィーダーケーブル　１本

■Ｃ００１　トレインコントローラー　ＲＣ－０１

　　　　　生産終了

コンパクトながら、常点灯機能を搭載したコントローラー。

ＡＣアダプター（別売）又は､単４乾電池（別売）８本で使用可能。

付属品

・フィーダーケーブル　１本

■ＲＣ－０２　トレインコントローラー　ＲＣ－０２

　２,９４０円　（本体価格　２,８００円）

ＲＣ－０１に常点灯機能を搭載したコントローラー。

ＡＣアダプター（別売）又は､単３乾電池８本（別売）で使用可能。

付属品

・フィーダーケーブル　１本

ＡＣアダプターは付属いたしません。

■ＲＣ－０３　トレインコントローラー　ＲＣ－０３

　６，３００円　（本体価格　６,０００円）

ＲＣ－０１、ＲＣ－０２と接続して使用可能。

ポイント切り替えスイッチにＡＣアダプターから直接、電源を接続すれば

コントローラーと接続しなくてもポイントを切り替える事が出来ます｡

また、Ａ０１０・ＡＣケーブルを使用すれば他社製交流電源と接続し､

ポイントを切り替える事が出来ます｡

■Ｃ００２　ポイント切り替えスイッチ

　１,３４４円　（本体価格　１,２８０円）

リバーススイッチはリバース運転専用のスイッチで､リバース区間のある各種レイアウトを

製作する場合に使用します｡

リバースとは､ポイントから分岐したレールがループを描き、

元に戻るようなPの字型のレール配置を言います。

しかし、そのまま繋ぐとショートするため、リバーススイッチを使用します。

■Ｃ００３　リバーススイッチ

　１,７６４円　（本体価格　１,６８０円）

ＡＣアダプターは付属いたしません。



制御機器

ストラクチャーのＬＥＤ照明専用のスイッチです。

背面にはコネクターが２カ所設けてあり、

　アクセサリーターミナルを２本接続できます。

■Ｃ００４　ＬＥＤスイッチ

価格　１，８８０円



 アクセサリー

■Ａ００８　ナローフィーダーケーブル　１本入り ■Ａ００７　複線架線柱ベース　１０個入り

　４７３円　（本体価格　４５０円） 　６０９円　（本体価格　５８０円）

■Ａ０１０　ＡＣケーブル　１本入り

　３９９円　（本体価格　３８０円）

■Ａ００２　リレーラー　１本入り

　１８９円　（本体価格　１８０円）

■Ａ０１１　ロクハン専用ＡＣアダプター　１個入り

■Ａ００３　フィーダー/アクセサリー延長ケーブル　１本入り 　１,５５４円　（本体価格　１,４８０円）

　３９９円　（本体価格　３８０円）

■Ａ００４　ポイント延長ケーブル　１本入り ■Ａ０１２　ジョイナーセット（金属・プラスチック各１０個入り）

　３９９円　（本体価格　３８０円） 　３９９円　（本体価格　３８０円）

■Ａ００５　Ｙ字ケーブル　１本入り ■Ａ０１３　ギャップジョイナー　２個入り

　３９９円　（本体価格　３８０円） 　５０４円　（本体価格　４８０円）

■Ａ０１４　コンバージョンジョイナー　２個入り

　５０４円　（本体価格　４８０円）

■Ａ００６　単線架線柱ベース　１０個入り

　３９９円　（本体価格　３８０円）

■Ａ０１５　室内灯Ｂタイプ　１個入り

　８１９円　（本体価格　７８０円）

■Ａ００９　室内灯Ａタイプ　１個入り

　８１９円　（本体価格　７８０円）



 アクセサリー
ストラクチャー照明の接続図

■Ａ０１６　アクセサリーターミナル

価格　８８０円

■Ａ０１７－１　ＬＥＤ　白　１本入り

価格　６８０円

■Ａ０１２　ジョイナーセット（金属・プラスチック各１０個入り）

■Ａ０１７－２　ＬＥＤ　オレンジ　１本入り

価格　６８０円

■A019　交換用ナックルカプラー　短 ■A021　交換用メルクリンカプラー　短 ■Ａ０２４　交換用アーノルドカプラー　短

■A020　交換用ナックルカプラー　長 ■A022　交換用メルクリンカプラー　長 ■Ａ０２５　交換用アーノルドカプラー　長

　各６個入り　７８０円 各６個入り　７８０円 各６個入り　７８０円



ストラクチャー

            ■Ｓ００１　リアルＺサイズツリーセット　＃０１

               常緑樹　３種　各１２本入り

　             １，９７４円　（本体価格　１，８８０円

            ■Ｓ００２　リアルＺサイズツリーセット　＃０２

               落葉樹　３種　各１２本入り ■Ｓ００６　わらぶき農家

　             ２，４９９円　（本体価格　２，３８０円 生産終了

■Ｓ００８　田舎駅舎ベース付き

生産終了

■Ｓ００４　瓦屋根納屋

　９９８円　（本体価格　９５０円

■Ｓ０２０　単線鉄骨架線柱　２０本入り

　１，４７０円　（本体価格　１，４００円

■Ｓ００５　トタン屋根農家

　９９８円　（本体価格　９５０円

■Ｓ０２１　ジョイント式鉄骨架線柱　１０本入り

　１，４７０円　（本体価格　１，４００円

■Ｓ００７　モーター小屋　物置セット

　１，２６０円　（本体価格　１，２００円

■Ｓ０２２　架線梁　１０本入り

　８１９円　（本体価格　７８０円

■Ｓ００３　瓦屋根民家

生産終了 現在2014年12月25日


