
最初のN最初のN
これからNゲージ鉄道模型を始められる方に最適なNゲージスター
ターセットは、車両、線路、そして列車をコントロールするパワーパック
をひとつにまとめたトータルセットです。東北新幹線E5系〈はやぶさ〉、
東海道・山陽新幹線N700A・N700系・500系〈のぞみ〉とD51SL列
車、EF210コンテナ列車の6種類からお選びください。

これからNゲージ鉄道模型を始められる方に最適なNゲージスター
ターセットは、車両、線路、そして列車をコントロールするパワーパック
をひとつにまとめたトータルセットです。東北新幹線E5系〈はやぶさ〉、
東海道・山陽新幹線N700A・N700系・500系〈のぞみ〉とD51SL列
車、EF210コンテナ列車の6種類からお選びください。

▲E5系新幹線、SL列車などお好みの車両が選べるスターターセットであなた
　のNゲージをはじめよう！
▲E5系新幹線、SL列車などお好みの車両が選べるスターターセットであなた
　のNゲージをはじめよう！

▲スターターセットには、車両＋線路＋パワーパックがそろっていますので
すぐにＮゲージ鉄道模型の運転をお楽しみいただけます。
▲スターターセットには、車両＋線路＋パワーパックがそろっていますので
すぐにＮゲージ鉄道模型の運転をお楽しみいただけます。

▲パッケージ内には「秘密のポケット」があり、後からお求めになった車両セット
のケースや線路などを収納することができます。
▲パッケージ内には「秘密のポケット」があり、後からお求めになった車両セット
のケースや線路などを収納することができます。

さあ！ Ｎゲージ鉄道模型をはじめましょう!!さあ！ Ｎゲージ鉄道模型をはじめましょう!!

サイズ：1337mm×677mm

2014‐9

■KATO製品は私たちにおまかせください。

株式会社 カトー
〒161-0031 東京都新宿区西落合1-24-10〒161-0031 東京都新宿区西落合1-24-10

初めてのシステムアップ
さらに広がる。
「基本となるスターターセットやマスターセットからの拡張・展開が簡単にできる」これがユニト
ラックバリエーション線路セット、Vシリーズです。待避線、立体交差、複線エンドレス、平面交差
など、単品線路との組み合わせで、発展性に富んだ線路プランをお楽しみいただけます。

カトー　
Ｎゲージガイドブック
25-030　￥300＋税

Ｎゲージ・ＨＯゲージ
鉄道模型カタログ2013
25-000 ￥1,500＋税

Ｎゲージ KATO
アーカイブス

25-050 ￥1,800＋税

カトー Nゲージガイドブック
ストラクチャー編

25-031 ￥380＋税

KATOの情報ツール、好評発売中！

Ｖ線路セットシリーズ

 V1 島式ホーム用電動ポイントセット 20-860 ¥6,500＋税
 V2 立体交差線路セット 20-861 ¥7,500＋税
 V3 車庫用引込線電動ポイントセット 20-862 ¥10,000＋税
 V4 対向式ホーム用小形電動ポイントセット 20-863 ¥7,600＋税
 V5 内側複線用エンドレスセット 20-864 ¥2,900＋税
 V6 外側複線用エンドレスセット 20-865 ¥3,100＋税
 V7 複線両渡り電動ポイントセット 20-866 ¥6,400＋税

Ｎ
初
体
験
。

Ｎ
初
体
験
。

スターターセット
で始めよう
初めてのＮゲージ

※E7系北陸新幹線
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好評発売中!!
Ｎ700Ａ新幹線〈のぞみ〉
Ｎゲージスターターセット 

スペシャル
●10-019　￥18,000+税

最新鋭のＮ700Ａが早くもスタータ
ーセットに登場。Ｎ700系の進化形
であるＮ700Ａはすべてにグレード
アップされています。

0系2000番台
〈東海道新幹線開業50周年記念〉
Nゲージスターターセット

スペシャル
●10-016 ￥14,500+税

昭和39年（1964）10月開業以来
50周年を迎える東海道新幹線。0
系2000番台をプロトタイプに、最
後まで活躍し親しまれた姿を再現。

D51 SL列車
Ｎゲージスターターセット

スペシャル
●10-005　￥18,000+税

人気の蒸気機関車、SLの代名詞
「デゴイチ」となつかしい旧形客車
3両によるSLイベント列車のイメ
ージをセットにしました。

好評発売中!!

好評発売中!!

好評発売中!!

新発売!!

Ｅ5系新幹線〈はやぶさ〉
Ｎゲージスターターセット

スペシャル
●10-001　￥16,000+税

最速320ｋｍ/ｈ運転、精かんな先頭部形状、
独特の色調の車体塗装、「特別なおもてなし」
を提供する「グランクラス」が特徴。車体傾斜
機構装備で迫力ある曲線通過シーンを再現。

E231系 東海道線・湘南新宿ライン
Nゲージスターターセット

スペシャル
 ●10-018　￥16,500+税

首都圏では圧倒的な存在を示す
E231系。北は東北線・高崎線から、
南は東海道線・伊東線まで足を伸
ばし、関東全域で活躍しています。

アルプスの氷河特急
〈グラッシャー オン ツアー〉
Nゲージスターターセット

スペシャル
●10-006 ￥16,800+税

スイスを代表する国際的な観光列車「氷
河特急」スイス南西部のヨーロッパアルプ
スを貫き、ツェルマットからサン・モリッツま
でゆっくりと8時間をかけて走破します。

好評発売中!!

251系「スーパービュー踊り子」
●10-474  ¥18,000+税

113系「湘南電車」
●10-808 ¥8,000+税

E7系北陸新幹線
●10-1221   ¥10,500＋税

EH500「金太郎」
●3037-1 ¥9,800+税

大井川鐡道 SL「かわね路」号
●10-244 ¥10,000+税

E259系「成田エクスプレス」
●10-847 ¥10,200+税

923形3000番台＜ドクターイエロー＞
●10-896 ¥11,500+税

383系「ワイドビューしなの」
●10-558 ¥18,000+税

E6系新幹線「スーパーこまち」
●10-1136 ¥10,500+税

E231系「東海道線・湘南新宿ライン」
●10-594  ¥11,000+税

223系「新快速」2次車
●10-538  ¥13,000+税

キハ283系「スーパーおおぞら」
●10-476  ¥17,500+税

683系「サンダーバード」
●10-555  ¥16,400+税

E217系 横須賀線・総武線（新色）
●10-843  ¥11,000+税

アルプスの氷河特急
●10-1145 ¥10,200+税

E231系500番台山手線
●10-890  10,600+税

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九州承認済・JR貨物承認済・大井川鐡道株式会社許諾済・©Rhätische  Bahn
※各掲載製品の仕様・価格などは予告なく変更することもあります。　※表示価格は標準本体価格です。このほかに消費税がかかります。　※万一品切の際はご容赦ください。

「ベストセレクション」は、KATOが安心しておすすめできる、全国で活躍中の車両たちです。
下は30種類以上ある「ベストセレクション」の一部です。

初めての方でも迷うことなく走行まで楽
しんで頂けるように、クイックスターター
ガイドやプランバリエーションガイドを付
属しました。あなたのＮゲージをしっかり
サポートします。

お好みの車両からスタートできるＮゲージ鉄道模型入門シリーズで出発進行!!

M2=M1＋V1

マスターセット＋車両

待避線付き
エンドレス
基本セット 
マスター2（Ｍ2）
●20-851　¥13,500+税
オリジナルの入門セットなら、M1･M2マスターセットとお
好みの車両をプラスして鉄道模型をスタート！
マスターセットの構成は長円形エンドレス線路＋パワーパ
ックなので、あとは車両を選ぶだけでOK！　駅を設置する
なら待避線付きのM2セットがおすすめです。

車両セット

エンドレス基本セット 
マスター1（Ｍ１） 
●20-850　￥7,000+税

マスターセット＋
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● チビ電 ぼくの街の路面電車 〈14-501-1〉 ￥3,150
● チビロコセット たのしい街のＳＬ列車 〈10-500-1〉 ￥4,725

スターターセットから始めよう

株式会社 カトー
〒161-0031 東京都新宿区西落合1-24-10

KATO鉄道模型ホームページ

KATOの情報ツール、好評発売中！
Nゲージ・HOゲージ
鉄道模型カタログ2012
〈25-000〉 ￥ 1,575

Ｎゲージ アーカイブス
〈25-050〉 ￥1,890

「運転を楽しもう！Nゲージ鉄道模型」
ユニトラックガイドブック
〈25-011〉 ￥1,260

ユニトラム 新形電停
左右各１本入  ￥1,６８0〈            〉

ユニトラム センターポール
直線用6本/曲線用4本入  ￥６８３〈            〉

ユニトラム用フィーダー
90ｃｍ長  ￥５７８〈            〉

ユニトラム スターターセット
富山ライトレール  TLR0601(赤)
￥32,550〈40-900〉

富山ライトレール  TLR0601(赤)
￥9,975〈14-801-1〉

Nゲージ ポケットラインシリーズ

ビギナーからベテランま
で鉄道模型ファンなら必
携の一冊。2012年内に
発売予定の製品紹介を中
心に、新しく鉄道模型をは
じめる方へのわかりやす
い「スターター編」や鉄道
模型の仕組みや線路プラ
ンの展開等のヒントやアド
バイスが盛りだくさん。

Nゲージのパイオニアと
して、日本の鉄道模型業
界を常にリードしてきた関
水金属・KATO。創業50
周年のエポックメーキン
グ・アーカイブスとして、
「Nゲージファン」待望の
一冊です。

Nゲージの線路システム
「ユニトラック」を使ってど
う楽しむか、そんな疑問に
お答えする多数のヒント
を掲載した、ビギナーから
ベテランまで必携の一冊
が「運転を楽しもう！N
ゲージ鉄道模型」ユニト
ラックガイドブックです。

路面サイズ：682ｍｍ×620ｍｍ
路面プレートは、スターターセット、Ｖ50とも同じ内容です。

別売パーツ各種

ユニトラックコンパクトは、僅かなスペースで走行させることができます。

単線ユニトラックの仕様に準拠しておりますので、複線間隔33ｍｍはそのまま、R150にR183を外側に足していただくことで
複線の線路展開が可能です。また、V53鉄道乗入れ拡張セットにプラスすることで、ユニトラム車両がＵターンするループ線のプ
ランができます。ポイント関係も追って発売予定です。ご期待ください。

ユニトラックコンパクト CV1
エンドレス基本セット 〈20-890〉 ￥2,310
【内 容】
・曲線線路 R150mm45°…8本
・直線線路 124mm…3本 ・直線線路 62mm…1本
・フィーダー線路 62mm…1本 ・リレーラー…1個

ユニトラックコンパクトを使ってみよう！！

ユニトラックコンパクト
曲線線路R183ｍｍ45°
〈20-172〉  ￥672

ユニトラックコンパクト
曲線線路R150ｍｍ45°
〈20-174〉  ￥672

テーブルの上で楽しめる街づくり

スターターセットを買うと
　　あなたの街ができあがる

スターターセットを買う
（基本セット）

人形や車を配置して
街に貴方のストーリーを描こう

背景画をお好みのストラクチャーに
置き換えよう

※複線運転の場合、パワーパック・車両（別売）がもう1台ずつ必要です。

A2サイズ以下の325ｍｍ×573ｍｍ
でエンドレスが展開できます。

※車両、パワーパックは別にお求めください。

※V53鉄道乗入れ拡張セット＋R150-45°×8本＋S64×2本

テーブルの上で楽しめる街づくり

STEP
1

STEP
2

STEP
3

※この線路は、曲線半径が小さいため、上記車両の他に小形動力ユニット使
用車両など走行できる車両が制限されております。
すべての車両が走行できるわけではありません。

ユニトラック
コンパクト CV1
＋

単線線路

これらの車両もユニトラムで走行出来ます。

● チビ電 ぼくの街の路面電車 チキンラーメン号 〈14-501-2〉
ユニトラック線路＋
サウンドバッテリーパック付属

● チビロコトータルセット 〈10-501-1〉 ● チビ凸セット いなかの街の貨物列車（青） 〈10-502-2〉 
￥3,150￥3,570

● チビロコセット メルヘンの国のＳＬ列車 〈10-500-2〉
￥4,725

￥7,875

左写真プラン図

33
ｍ
ｍ

R150-45

R15
0-4
5

R
150-45

R150-45

R
150-45

R15
0-45

S６２

R15
0-45

R150-45

S６
２

人にやさしい路面電車  LRTを走らせよう!!

車両を選ぼう!!
※実車さながらのR90をらくらくクリア

■ 富山ライトレールＴＬＲ０６０１（赤）〈14-801-1〉
■ 富山ライトレールＴＬＲ０６０７（紫）〈14-801-2〉 
■ 富山ライトレールＴＬＲ０６０６（青）〈14-801-4〉 
■ 富山ライトレールＴＬＲ０６０５（緑）〈14-801-5〉 
■ 富山ライトレールＴＬＲ０６０３（黄）〈14-801-6〉 
■ 富山ライトレールＴＬＲ０６０５とやまグリーントラム〈14-801-8〉 

各￥9,975
  

「とやまグリーントラム」は、富山のグリーン電力のキャンペーンで2009年11～12月に
運行されたラッピング電車で、エコをテーマに愛らしいキャラが配されています。

電車

□ 富山市内電車環状線９００１〈セントラム〉白〈14-802-1〉
■ 富山市内電車環状線９００２〈セントラム〉銀〈14-802-2〉
■ 富山市内電車環状線９００３〈セントラム〉黒〈14-802-3〉

各￥9,975
  

■ 万葉線ＭＬＲＶ１０００形〈アイトラム〉〈14-803〉

￥9,975
  

万葉線株式会社商品化許諾済
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ユニトラム 路面軌道拡張セット V51　　
￥1４,７００〈40-801〉　　　

ユニトラム 直線拡張セット V52
￥８,９２５〈40-802〉　　　

ユニトラム 鉄道乗入れ拡張セット V53　　
￥９,９７５〈40-803〉　　　

ユニトラム エンドレス拡張軌道セット V54
￥３,８８５〈40-804〉　　　

ユニトラム 拡張セット 街角
￥5,14５〈40-821〉　　　

ユニトラム 拡張セット 街並
￥３,８８５〈40-820〉　　　

組み合せるとひとつの交差点に
なる道路プレートのセット。
街の拡張に！

３ブロック分の建物建設敷
地とその周囲の道路のセッ
ト。道路延長に！
                   

※線路は付属しません。

※線路は付属しません。

路面軌道を
　　拡張しよう !!

ユニトラムの特徴 !!

拡張セット

路面電車の見せ場となる
交差点での直角交差(ク
ロッシング）や8の字を描く
路面軌道で、広がる街路プ
ランを大きく変化させて展
開！

街中の路面軌道から、ユ
ニトラックで構成される
鉄道線へ乗入れる接続部
分の拡張セット。複線間
隔を25mm→33mmへ
変換！

路面軌道・道路・建物建設敷
地を１２４ミリ×２延伸！
● 路面軌道(線路)
　 １２４ｍｍ×２本付属

道路・敷地を含めた軌道を
延長してレイアウトを拡張
するセット。電停（別売品）
の増設や街並の充実、直
線部の調整などにどうぞ！

ジオタウン規格なので街並プレートにストラクチャー（建物）を
置くだけで、手軽にあなただけの街を作れます。

ユニトラム 路面軌道基本セット V50
￥18,900〈40-800〉
※スターターセットと同じ線路配置です。
※V50は路面軌道セットです。
　走行には別途、車両とパワーパックが必要になります。
※複線で運転の場合、車両とパワーパックは2台ずつ必要です。

ビル・自転車・人形など
街の主人公がラインナップ !!
ビル・自転車・人形など
街の主人公がラインナップ !!

　　　　　は街の未来を描くキャンバスです。

ユニトラム路面軌道は複線です。
2台のパワーパックが必要です。

（ACアダプター含む）

・パワーパック スタンダードS×1
・車両×1 が必要となります。

 〈22-013〉 

今後、路面軌道用ポイントも企画中です!

STEP

1
STEP

2
スターターセット（V50)
＋V51＋V52

V50＋V51＋V52 合計42,525円
【 プラン寸法：幅1,240mm×奥1,178mm 】

STEP

3

￥15,225

パワーパック スタンダードS 〈22-012〉
￥4,725

「パワーパック スタンダードS」を
さらに高出力化（2A）したのが
「パワーパック ハイパーD」です。

「ユニトラム 路面軌道基本セット V50」
で車両の運転を楽しんでいただくには、

※パワーパックは日本国内100V専用です。

パワーパック ハイパーD

ショッピングビル1（ブルー） 〈23-433A〉
￥2,940

ブランドビル1 〈23-438〉 ￥3,990

オフィスビル2（グレー） 〈23-434A〉 ￥2,940

看板建築の角店1（銅板・左） 〈23-475〉 ￥2,415

地方銀行 〈23-458〉

￥3,675

立っている乗客 〈24-204〉

￥1,260

歩いている乗客 〈24-207〉 ￥1,260

学生 〈24-210〉

￥1,260

郵便配達 〈24-233〉 ￥1,260

祭り1・神輿（みこし）〈24-236〉 ￥2,625

人 形

※ 上記以外のビル・商店・車・人形などの各種製品については
 KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログをご覧ください。

804〉　　　

ストラクチャー
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