
ホビーセンターカトーオンラインショップ・予約申込書

電話番号

携帯番号

ご住所 （〒　　　　―　　　　　　）

※建物名、部屋番号までご記入ください。

●お届け希望時間帯
◆午前中（8：00～12：00） ◆14：00～16：00
◆16：00～18：00 ◆18：00～20：00 ◆19：00～21：00 ◆指定なし

※ お支払い方法は、代引きとなります。
※ KATOホームページのAssy入荷日より順次発送いたします（土日祝の場合は翌営業日）。
※ 大型連休・年末年始等はお時間を頂く場合がございます。

ホビーセンターカトー通信販売係 hobbycenter@kato-train.co.jp

〒161-0031　東京都新宿区西落合1-24-10　　電話：03-3954-2373　　　FAX：03-3954-3644　　　
営業時間　平日10：00～12：00、13：00～17：00　（土日祝・年末年始休業）

通 信 販 売 お 申 込 み 先 メール ・ ＦＡＸ ・ 封書にてご予約ください

（N）24系寝台特急「北斗星」＜DX編成＞ ①

名前（フリガナ）
―　　　　　　―

―　　　　　　―さま

 

品番 価格 入数 備考など 注文数

5175-2A ¥1,000 1

5175-2C ¥1,000 1 愛称板、ライトユニット付

5175-1D ¥450 2

5203-1A ¥1,000 1

5203-1C ¥900 1 ランプシェード用ライト基板付

4690ND ¥450 2

5200-1A ¥1,000 1

5200-1C ¥1,000 1 愛称板、ライトユニット付

5201-1A ¥1,000 1

5201-1C ¥450 1

5205-1A ¥1,000 1

5205-1C ¥450 1

5202-1A ¥1,000 1

5202-1C ¥450 1

5200-1D ¥450 2 ブレーキシリンダー付

スハネ25-503 北斗星 DX床下

オハネフ25-2 台車 TR217F

スハネ25-503（6号車・ソロ/ロビー） 1両分

1・2・5・6号車　共通台車 1両分

カニ24-505 北斗星 DXボディ

カニ24-505 北斗星 DX床下

カニ24　あけぼの　台車TR66B

スシ24-505 北斗星 DXボディ

スシ24-505 北斗星 DX床下

クハ489　初期形　台車TR69

オハネフ25-2 北斗星 DXボディ

品名

（Ｎ）24系寝台特急「北斗星」 ＜デラックス編成＞

カニ24-505（電源車） 1両分

オハネフ25-2 北斗星 DX床下

オハネ25-562 北斗星 DXボディ

オハネ25-562 北斗星 DX床下

オハネ25-552 北斗星 DXボディ

スシ24-505（食堂車） 1両分

オハネフ25-2（1号車・B寝台コンパートメント） 1両分

オハネ25-562（2号車・デュエット） 1両分

オハネ25-552（5号車・ソロ） 1両分

オハネ25-552 北斗星 DX床下

スハネ25-503 北斗星 DXボディ
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ホビーセンターカトーオンラインショップ・予約申込書

電話番号

携帯番号

ご住所 （〒　　　　―　　　　　　）

※建物名、部屋番号までご記入ください。

●お届け希望時間帯
◆午前中（8：00～12：00） ◆14：00～16：00
◆16：00～18：00 ◆18：00～20：00 ◆19：00～21：00 ◆指定なし

※ お支払い方法は、代引きとなります。
※ KATOホームページのAssy入荷日より順次発送いたします（土日祝の場合は翌営業日）。
※ 大型連休・年末年始等はお時間を頂く場合がございます。

ホビーセンターカトー通信販売係 hobbycenter@kato-train.co.jp

〒161-0031　東京都新宿区西落合1-24-10　　電話：03-3954-2373　　　FAX：03-3954-3644　　　
営業時間　平日10：00～12：00、13：00～17：00　（土日祝・年末年始休業）

通 信 販 売 お 申 込 み 先 メール ・ ＦＡＸ ・ 封書にてご予約ください

（N）24系寝台特急「北斗星」＜DX編成＞ ②

名前（フリガナ）
―　　　　　　―

―　　　　　　―さま

 

5201-2A ¥1,000 1

5201-2C ¥450 1

5206-1A ¥1,000 1

5206-1C ¥450 1

5204-1A ¥1,000 1

5204-1C ¥450 1

5207-1A ¥1,000 1

5207-1C ¥450 1

5208-1A ¥1,000 1

5181-1C ¥450 1 ライトユニット取付け不可

5160-1D ¥450 2

5160-1C3 ¥400 2

5170-2C3 ¥400 2
オハネフ25-215前面用

5175-1C3 ¥400 2
カニ24前面用

5200-1E ¥250 1
「北斗星」

Z05-1826 ¥400 10

Z05-1919 ¥400 5

オロハネ24-553 北斗星 DX床下

オハネフ25-215 北斗星 DXボディ

オハネフ25-129 あけぼの 床下

スハネフ14　台車TR217

オハネ25-563 北斗星 DXボディ

オハネ25-563 北斗星 DX床下

オロネ25 北斗星 ツインDXボディ

オロネ25-505（8号車・A寝台ツインDX） 1両分

オハネフ24  増結前面 カプラーセット

カニ24 あけぼの 前面 カプラーセット

24系 北斗星 DX編成 変換式愛称板

スハネフ14　ホロ

オハネフ24  あけぼの　ジャンパ栓

オハネ25-563（3号車・デュエット） 1両分

スハネフ14  前面用 カプラーセット

オロネ25-505 北斗星 DX床下

オロハネ25-502 北斗星 DXボディ

オロハネ25-502 北斗星 DX床下

オロハネ24-553 北斗星 DXボディ

オロハネ25-502（9号車・A/B寝台・ロイヤル/ソロ） 1両分

オロハネ24-553（10号車・A/B寝台・ロイヤル/デュエット） 1両分

オハネフ25-215（11号車・B寝台開放式） 1両分

3・8・9・10・11号車 共通台車 1両分

その他


