
品番 価格 入数

新 1-6071ZA キハ82 ボディ ¥6,500 1 ライトユニット付　　※

新 1-608ZA キロ80 ボディ ¥5,000 1 ※

新 1-609ZA キハ80 ボディ ¥5,000 1 ※

新 1-610ZA キシ80 ボディ ¥5,000 1 ※

新 1-612ZA キハ81 ボディ ¥7,500 1 ライトユニット付　　※

新 1-613ZA キハ82 900 ボディ ¥7,000 1 ※

1-611SB キハ80 動力ユニット ¥7,000 1
1-607C キハ82 床下セット ¥2,500 1
1-608C キロ80 床下セット ¥2,000 1
1-609C キハ80 床下セット ¥2,000 1
1-610C キシ80 床下セット ¥2,000 1
1-612C キハ81 床下セット ¥2,800 1
1-601C3 キハ58 カプラーセット ¥1,200 4
1-607D キハ82 台車 TR58 ¥2,000 1両分
1-608D キロ80 台車 TR58 ¥2,000 2
1-611ZD1 キハ80 動力台車 TR58 ¥2,500 1
1-6071E1 キハ82系 シール ¥500 1
1-612E1 キハ81 行先表示シール ¥800 1
1-607E3 キハ82 ヘッドマーク ¥600 ランナー2

1-612E3 キハ81 ヘッドマーク ¥600 ランナー1 「はつかり」「つばさ」「いなほ」

「ひたち」「くろしお」各1

1-613E3 キハ82 900 ヘッドマーク ¥600 ランナー1 「北斗」「オホーツク」（無地）各2

1-607-1G キハ82 ライトユニット ¥800 1
1-612G キハ81 ライトユニット ¥800 1
1-607J キハ82 レタリングシート ¥600 2種各1 車両番号、所属表記各1枚

1-612J キハ81 レタリングシート ¥800 2種各1 ↓

Z01-0048 中心ビス 2×7B ¥400 20
Z34-0422 サハシ165 ユニットクーラー ¥1,000 10 未塗装

Z36-0126 密自連カプラー ¥300 4
Z36-0346 キハ82系 枕梁 ¥500 4
Z36-0354 キロ80 ホロ ¥500 10
Z36-0356 キハ82系 屋根機器 ¥500 3種各1
Z36-0357 キハ82系 床下機器 ¥500 2種各2
Z36-0358 キハ82 手スリ/ジャンパ線 ¥300 3種各1
Z36-0370 キハ82 ユニットクーラー小 ¥1,000 10 未塗装

Z36-0422 キハ82 特急マーク ¥500 10
Z36-0436 キハ82 前面ホロ ¥500 10
Z36-0463 キハ82 ウインドワイパー ¥500 ランナー5

Z36-0639 キハ81 ボンネット ¥500 2
Z36-0640 キハ81 特急マーク ¥500 8
Z36-0659 キハ81 スカート ¥500 4
Z36-0660 キハ81 スノープロウ ¥500 4
Z36-0664 キハ81 手スリ ¥400 ランナー2

Z36-0665 キハ81 エアホース ¥400 ランナー2

Z36-0666 キハ81 連結器カバー ¥500 2
Z36-0668 キハ81 常磐無線A・ワイパー ¥400 ランナー2

Z36-0671 キハ82 900 クーラー小 ¥500 10 未塗装

Z36C0355 キロ80 ダンパー ¥500 ランナー5

※諸般の事情により、今回生産分から価格を見直し、品番を変更いたします。内容に変更はございません。

(HO)キハ82系

品名 備考など

「おおぞら」「白鳥」「まつかぜ」「かもめ」

令和5年6～7月発売予定品



ボディ 床下 台車 その他

キハ82 1-6071ZA 1-607C 1-607D 1-607E3 セット/単品

Z36-0463
★

キロ80 1-608ZA 1-608C 1-608D ★ セット/単品

キハ80 1-609ZA 1-609C 1-608D ★ 単品

キシ80 1-610ZA 1-610C 1-608D ★ ↓

キハ80(M) 1-609ZA 1-611SB 1-611ZD1×2 ★ セット/単品

キハ81 1-612ZA 1-612C 1-607D 1-612E3 単品

●
キハ82 900 1-613ZA 1-607C 1-607D 1-613E3 単品

■

★…#1-607J、#1-6071E1、#Z36-0356、#Z36-0357、#Z36-0358、#Z36C0355の組合せです
●…#1-612J、#1-612E1、#Z36-0356、#Z36-0664、#Z36-0665、#Z36-0668、#Z36C0355の組合せです
■…#1-612J、#1-612E1、#Z36-0356、#Z36-0357、#Z36-0358、#Z36-0463、#Z36C0355の組合せです

¥16,000

¥11,900
¥19,900
¥16,700

¥11,900
¥11,900

形式 合計金額 備考

¥15,000

(HO)キハ82系各種のボディ、床下セット、台車の組み合わせは、下記のとおりです。


	HOキハ82

