
mokuTRAIN 各種

T字ポイント
線路

3線ホーム＋レールセット

どんぐり 各色

どんぐり
ぱぱ・まま

きのこ カラー/クリア

踏切

50ピース追加レールセット

クラシックレール８の字セット

ビルダー
スターター
セット

ロリット

トレインスターターセット

セントラルステーションセット

カーゴトレイン
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&トンネル
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頁 品番 品名
現行価格 新価格 (9/1～)

税込価格 （本体価格） 税込価格 （本体価格）

＊ブリオ社

9 33847 トレインスターターセット \3,850 (\3,500) ⇒ \4,400 (\4,000)

9 33989 セントラルステーションセット \15,400 (\14,000) ⇒ \16,500 (\15,000)

11 33815 ファイヤーレスキューセット \6,050 (\5,500) ⇒ \7,700 (\7,000)

17 33982 カーゴトレイン \3,300 (\3,000) ⇒ \3,850 (\3,500)

19 33720 サファリサークルセット \4,400 (\4,000) ⇒ \5,500 (\5,000)

21 33890 トラベルトレイン&トンネル \2,750 (\2,500) ⇒ \3,080 (\2,800)

21 33892 スチームトレイン&トンネル \2,750 (\2,500) ⇒ \3,080 (\2,800)

24 33388 踏切 \2,640 (\2,400) ⇒ \2,750 (\2,500)

27 33772 50ピース追加レールセット \7,700 (\7,000) ⇒ \8,800 (\8,000)

28 33394 追加レールセット（スターター13pcs） \2,750 (\2,500) ⇒ \3,080 (\2,800)

28 33401 追加レールセット1 \3,960 (\3,600) ⇒ \4,180 (\3,800)

29 33402 追加レールセット2 \6,380 (\5,800) ⇒ \6,600 (\6,000)

31 33028 クラシックレール８の字セット \7,480 (\6,800) ⇒ \8,250 (\7,500)

31 33042 小さな森の基本レールセット \3,300 (\3,000) ⇒ \3,850 (\3,500)

33 33727 マイファーストビギナーセット \5,500 (\5,000) ⇒ \6,600 (\6,000)

34 34586 ビルダー スターターセット \3,300 (\3,000) ⇒ \3,850 (\3,500)

35 34587 ビルダー コンストラクションセット \6,600 (\6,000) ⇒ \7,150 (\6,500)

35 34595 ビルダー プルバックモーターセット \5,280 (\4,800) ⇒ \5,500 (\5,000)

＊その他

GO35694 ロリット 　＊価格、ボード色仕様変更 \4,620 (\4,200) ⇒ \5,280 (\4,800)

生産や輸送コストの事情で値上がりします。

主な商品のみ抜粋してお知らせいたします。

価格改定のお知らせ 9/1 ～

品番 品名
現行価格 新価格 (8/1～)

税込価格 （本体価格） 税込価格 （本体価格）

＊ mokuTRAIN( ポポンデッタ社 )

MOK-001 ～ 037 mokuTRAIN 各種 \1,925 (\1,750) ⇒ \2,178 (\1,980)

MOK-708 T字ポイント線路 \1,045 (\950) ⇒ \1,210 (\1,100)

MOK-709 クロスポイント線路 \1,540 (\1,400) ⇒ \1,870 (\1,700)

MOK-801 3線ホーム＋レールセット \2,640 (\2,400) ⇒ \3,190 (\2,900)

＊どんぐりころころ ( こまむぐ ) * どんぐりの坂 ( 大 )( 小 ) は変更なし

com-don 001 どんぐり 各色 \1,650 (\1,500) ⇒ \1,870 (\1,700)

com-don 002 どんぐり ぱぱ \1,980 (\1,800) ⇒ \2,200 (\2,000)

com-don 003 どんぐり まま \1,870 (\1,700) ⇒ \2,200 (\2,000)

com-don 004 どんぐり きのこ(カラー) \1,980 (\1,800) ⇒ \2,200 (\2,000)

com-don 004 どんぐり きのこ(クリア) \1,760 (\1,600) ⇒ \1,980 (\1,800)

価格改定のお知らせ 8/1 ～
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ゴトレイン


