
●小さな森の基本レールセット小さな森の基本レールセット

\3,850

（ミッキィ社/（ミッキィ社/

スウェーデン）スウェーデン）

（ブリオ社/（ブリオ社/

スウェーデン）スウェーデン）

木製汽車レール

創業1944年。汽車シリーズは1952年開始。創業1944年。汽車シリーズは1952年開始。

流行に迎合せず、余分なパーツや装飾を流行に迎合せず、余分なパーツや装飾を

排除した、シンプルで美しいデザイン。排除した、シンプルで美しいデザイン。

車両やレールパーツなど、材質は木製が車両やレールパーツなど、材質は木製が

主で丈夫。ジョイント部分はプラスチック製主で丈夫。ジョイント部分はプラスチック製

で、取り外しや交換が可能。レール同士はで、取り外しや交換が可能。レール同士は

しっかりつながる。しっかりつながる。

日常の生活体験を模倣するごっこ遊び。日常の生活体験を模倣するごっこ遊び。

中でも列車遊びは、実在の列車の動きを再現したり、自由に想像の世界を中でも列車遊びは、実在の列車の動きを再現したり、自由に想像の世界を

広げたり出来る楽しさから、幅広い年齢の子どもが夢中になります。広げたり出来る楽しさから、幅広い年齢の子どもが夢中になります。

創業1884年。汽車シリーズは1958年開始。創業1884年。汽車シリーズは1958年開始。

ミッキィ社ともに汽車シリーズの代表格。ミッキィ社ともに汽車シリーズの代表格。

楽しいデザインでプラスチックを多用。楽しいデザインでプラスチックを多用。

列車や運搬車両、拡張パーツなど種類が列車や運搬車両、拡張パーツなど種類が

豊富。最近は電動車両や、内蔵ICチップと豊富。最近は電動車両や、内蔵ICチップと

連動して音や光を発するシリーズも増えて連動して音や光を発するシリーズも増えて

いる。レールの接合はゆるく、融通がきく。いる。レールの接合はゆるく、融通がきく。

ミッキィ社とブリオ社の組み合わせミッキィ社とブリオ社の組み合わせ

レールも車両も、組み合わせて遊べます。
ただし、２社のジョイントは形状が微妙に違うため、レールを組み合わせる際に
小さい子では固くて繋げにくいこともあります。また、ミッキィのトンネル鉄橋は、
背が高い(高さ４ｃｍ以上の)列車は通れません。

他メーカーとの互換性他メーカーとの互換性

多くのメーカーが、レールの幅や溝をミッキィやブリオに

準じているので、おおむね列車の走行は可能です。

レールの互換性についてレールの互換性について

電車を長く繋げたり、並べたり・・・。電車を長く繋げたり、並べたり・・・。

自分のペースで、長く繋げた電車を走らせて繰り返し遊ぶ。自分のペースで、長く繋げた電車を走らせて繰り返し遊ぶ。

トンネルや坂道があると、より楽しい。トンネルや坂道があると、より楽しい。

おすすめアイテム　・トンネル　・坂道　・列車おすすめアイテム　・トンネル　・坂道　・列車

イメージの世界で遊ぶ。自分の気持ちを投影して自由に走らせる。イメージの世界で遊ぶ。自分の気持ちを投影して自由に走らせる。

徐々に自分でレールを組み、物語を作りながら徐々に自分でレールを組み、物語を作りながら遊べるように。遊べるように。

５歳頃になると、積み木を加えて街づくりにも発展。５歳頃になると、積み木を加えて街づくりにも発展。

おすすめアイテム　・駅や車庫　・踏切　・信号や標識　・人や動物おすすめアイテム　・駅や車庫　・踏切　・信号や標識　・人や動物

●汽車セット つり橋汽車セット つり橋  \24,200
100x113cm

●汽車セット 8の字汽車セット 8の字  \12,980

●クラシックレール 8 の字セットクラシックレール 8 の字セット  \8,250 ●クラシックＤＸレールセットクラシックＤＸレールセット  \11,000

●トレインスターターセットトレインスターターセット

 ( サークルトレインセット ) ( サークルトレインセット )

  \4,400

●レール＆ロードクレーンセットレール＆ロードクレーンセット  \8,800

●レール＆ロードトラベルセットレール＆ロードトラベルセット  \11,000

●セントラルステーションセットセントラルステーションセット  \16,500

●サファリサークルセットサファリサークルセット  \5,500

●ファイヤーレスキューセットファイヤーレスキューセット  \7,700

●トラベルレールセットトラベルレールセット  \16,500

●マイファーストビギナーセットマイファーストビギナーセット

  \6,600

●汽車セット サークル ( 小 )汽車セット サークル ( 小 )  \7,150

●汽車セット スタンダード汽車セット スタンダード  \17,600

●汽車セット 大きな街汽車セット 大きな街  \29,700

105x45cm

100x80cm

85x45cm

35.2x35.2cm

76x75cm

104x69cm

44.6x48cm

57x48cm

112x62cm

直径４５cm

約 4.2cm

110x130cm

ミッキィのトンネル・
鉄橋の高さ

左：ミッキィ　右：ブリオ
　　(接合がきつい )

ＭＯＫＵトレイン（ポポンデッタ）、

トイザらス、ボーネルンド、イケア ○
トーマスシリーズ木製レール（マテル)

プラレール ✖

100x113cm

104x69cm

57x48cm

65.3x99.4cm

80.6x51.8cm

59x56cm

40x25.5cm

２
・
３
才
頃
～

４
・
５
才
頃
～

44.6x48cm

● ミッキィ　ミッキィ　● ブリオブリオおすすめ汽車セット

２０２２．９．１５



●特急４両 特急４両 \4,290

●汽車４両 汽車４両 \3,410

●オールドタイマー４両 オールドタイマー４両 \3,850

●踏切とトラック踏切とトラック  \3,740

標識 標識 各 \440

遮断機  遮断機  \770

白木信号白木信号 ( 小） \2310

L13cm

●交換用ジョイント交換用ジョイント

 25 個  25 個 \1,320

●トンネル４点セットトンネル４点セット  \3,630

● NEW ポイント 2 本NEW ポイント 2 本

\4,510

●直線 4 本  \1,980

● カーブレール 4 本

\2,200
●短直線 4 本短直線 4 本  \1,980

●ミニカーブレール 4 本ミニカーブレール 4 本  

\3,300

●信号付ポイント信号付ポイント

\3,960

●鉄橋  鉄橋  \3,520

● NEW エクスプレス NEW エクスプレス \7,700

●追加レールセット追加レールセット

 ( スターター 13pcs)  ( スターター 13pcs) \3,080

● 50 ピース追加レールセット  50 ピース追加レールセット  \8,800

●ポイントレール拡張セットポイントレール拡張セット (11pcs)

　\7,150

● SHINKANSENSHINKANSEN  \4,180

●オールドスチームエンジンオールドスチームエンジン

  \1,540

●トラベルトレイントラベルトレイン  \3,300

●フォークリフトフォークリフト  \1,980

●牽引トラック　牽引トラック　\1,980

●カートランスポーターカートランスポーター

  \1,650 L8.6xH5cm

●スチームトレインスチームトレイン

  ＆トンネル  ＆トンネル \3,080

●カーゴトレインカーゴトレイン

  ＆トンネル  ＆トンネル \2,750
●トラベルトレイントラベルトレイン

  ＆トンネル  ＆トンネル \3,080

●工事車両セット工事車両セット \3,850

●踏切 踏切 \2,750

●フィギュア付ターンテーブルフィギュア付ターンテーブル

  \3,300

●リフティングブリッジ　\4,180

●トンネル トンネル \3,300

●陸橋 陸橋 \2,750

●ダブルサスペンション橋ダブルサスペンション橋  \4,400

●積み上げサポート積み上げサポート

\2,200

●マグネット式ベルシグナルマグネット式ベルシグナル

  \1,980

●列車車庫 列車車庫 \3,300

●カーゴトレインカーゴトレイン  \3,850

●ファームトレインファームトレイン

\3,300

● MOKU トレイン MOKU トレイン 各 \2,178

L33xH3.5cm

L33xH3.8cm

L23.4xH10.7cm

L33.5xH5cm

L26.1xH5cm

L39xH4.6cm
L28.9xH5cm

L11.1xH9.3cm

21.3x12.5cm

L36xH6.7cm

L8.2xH14.8cm

L5.4cm

L10.8cm

L23.4cm

L66.5cm

L20cm

L20cm

L16cm

L15cm

L12cm

L36xH3.8cm

L30xH3.5cm

L24.5xH4.7cm

● ミッキィ　  ミッキィ　  ● ブリオ　  ブリオ　  ● ＭＯＫＵＭＯＫＵトレイントレイン

E6 系新幹線E6 系新幹線

  こまち  こまち

N700S 新幹線 N700S 新幹線 

ドクターイエロードクターイエロー

阪急 9300 系阪急 9300 系

近鉄 22000 系 ACE近鉄 22000 系 ACE

● T 字ポイント線路T 字ポイント線路

  \1,210

●クロスポイント線路クロスポイント線路

  \1,870

● 3 線ホーム＋レールセット3 線ホーム＋レールセット

  \3,190

南海ラピート南海ラピート

E5 系新幹線  はやぶさE5 系新幹線  はやぶさ

高さ約 8.5cmまでの車両が通れる

高さ約 4cmまでの車両が下を通れる

高さ約 5cmまでの車両が下を通れる

積み上げて
２層以上の
レイアウト
が作れる

列車が通過
するとき 
ベルが鳴る

追加・拡張に

カーブレール 4 本カーブレール 4 本

L20cm

L15cm

\4,180

L66.5cm

L13cm

L15cm

L12cm

L40cm

H10cm

H5cm H12.5cm

L6.7 ～ 16.4cm
H4.8cmL14.3xH5cm

L115.3xH19cm

L23.5xH7.8cm

L23.5xH7.8cm L23.5xH7.8cm

L16.2xH10.3cm

21.3x21.3cm

45.1x22.3cm

L9.2xH5cm
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