
※⽋品が発⽣する場合がございます。
1-120トミカ商品一覧表 御提案価格：400円

推奨⽟数：140⽟
№1 №2 №3 №4 №5

4904810174868 4904810860167 4904810438908 4904810716464 4904810102373
日産　スカイラインＧＴ－Ｒ（ＢＮＲ３４）パトロールカー スバル　WRX　S4覆面パトカー 動物運搬車 ﾎﾝﾀﾞVFR800　白バイ トヨタ　ダイナ　レッカー車

№6 №7 №8 №9 №10

4904810174622 4904810879602 4904810175346 4904810439172 4904810798378
日産　キックス メルセデス-AMG GT R トヨタ　ライズ コマツ油圧ショベルＰＣ２００－１０型 アストンマーティン　ヴァンキッシュ　ザガート

№11 №12 №13 №14 №15

4904810174783 4904810824848 4904810102618 4904810799245 4904810742753
ランボルギーニ　ウラカン　ＳＴＯ トヨタ　アルファード 日産　ＧＴ－Ｒ　ＮＩＳＭＯ　ＧＴ500 スズキ　ジムニー ハマー　Ｈ２

№16 №17 №18 №19 №20

4904810173816 4904810175704 4904810471066 4904810798361 4904810879718
フィアット　５００ｅ フェラーリ　ローマ 日産　ＮＶ３５０　キャラバン　救急車 スズキ　ＫＡＴＡＮＡ いすゞ　エルガ　都営バス

№21 №22 №23 №24 №25

4904810174769 4904810188162 4904810859932 4904810173335 4904810158264
光岡 バディ ボルボ　Ｃ40リチャージ 日産　GT-R スズキ　ソリオ 日立建機　ローディングショベル　ＥＸ８０００－６

№26 №27 №28 №29 №30

4904810143413 4904810102496 4904810175360 4904810173267 4904810193852
トヨタ　クラウン トヨタ　ジャパンタクシー ＳＵＢＡＲＵ　ＢＲＺ トーマスランドエクスプレス ダイハツ　ハイゼット

毎月商品の切り替えが御座います。
詳細は別途切り替え予定表を御参照下さい。 1/4

出荷条件：混載30個以上



※⽋品が発⽣する場合がございます。
1-120トミカ商品一覧表 御提案価格：400円

推奨⽟数：140⽟
№31 №32 №33 №34 №35

NEW

4904810173359 4904810173311 4904810188117 4904810193883 4904810879923
トヨタ　カムリ　スポーツ　覆面パトロールカー 堺市消防局　特別高度救助工作車 カロ・ビー トヨタ　アクア メルセデスベンツ　Ｇクラス

№36 №37 №38 №39 №40

4904810156628 4904810175759 4904810158660 4904810798590 4904810156741
ダイハツ　ロッキー ブガッティ　シロン　ピュアスポーツ アウディ　Ｒ８ 三菱　デリカ　D：５ ホンダ　シビック　ＴＹＰＥ　Ｒ

№41 №42 №43 №44 №45

4904810654544 4904810859420 4904810860037 4904810158547 4904810741374
モリタポンプ消防車 はとバス ホンダ　NSX 日産　ＮＶ４００　ＥＶ救急車 トヨタダイナ清掃車

№46 №47 №48 №49 №50

4904810156635 4904810156772 4904810188018 4904810799207 4904810158455
マツダ　３ ダイハツ　タフト いすゞ　エルフ　〈ミッキー＆フレンズ〉　トラック トヨタ　コースター　ようちえんバス トヨタ　ＧＲ　ヤリス

№51 №52 №53 №54 №55

4904810746881 4904810156888 4904810742241 4904810467472 4904810824626
ﾄﾖﾀｸﾗｳﾝｺﾝﾌｫｰﾄﾀｸｼｰ マツダ　ＣＸ－５　河川パトロールカー 日産ﾃﾞｨｰｾﾞルｸｵﾝミキサー車 トヨタタウンエースハンバーガーカー いすゞ　ギガフライドポテトカー

№56 №57 №58 №59 №60

4904810785538 4904810102632 4904810156710 4904810175582 4904810175681
ｺﾏﾂﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞD155AX-6 マクラーレン　７２０Ｓ グリコワゴン 日産 フェアレディＺ Ｈｏｎｄａ　ｅ

毎月商品の切り替えが御座います。
詳細は別途切り替え予定表を御参照下さい。 2/4

出荷条件：混載30個以上



※⽋品が発⽣する場合がございます。
1-120トミカ商品一覧表 御提案価格：400円

推奨⽟数：140⽟
№61 №62 №63 №64 №65

4904810859963 4904810101840 4904810746928 4904810143536 4904810333654
日産フェアレディーZ　nismo　パトロールカー ラフェラーリ 前田製作所　かにｸﾚｰﾝ 日産　アリア 日立建機 双腕作業機  アスタコ

№66 №67 №68 №69 №70

4904810102557 4904810175605 4904810333456 4904810746829 4904810132134
広島電鉄　６５０形 トヨタ　ハイラックス 郵便車 水族館ﾄﾗｯｸ（サメ） ランボルギーニ・アヴェンタドール　SVJ

№71 №72 №73 №74 №75

4904810742319 4904810175629 4904810392354 4904810188131 4904810174875
日立建機　ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞｰ ロータス　エリーゼ　スポーツ　２２０　Ⅱ コベルコラフテレーンクレーン ランボルギーニカウンタックLPI800-4 アストンマーティン　ＤＢＸ

№76 №77 №78 №79 №80
NEW

4904810188087 4904810188605 4904810133025 4904810741398 4904810824534
スバルWRX S4 STI Sport R EX 日立建機　マカダムローラZC125M-5 日産 GT-R NISMO 2020 モデル ハイメディック救急車 Jeep ラングラー

№81 №82 №83 №84 №85

4904810158417 4904810158448 4904810824725 4904810156666 4904810971986
トヨタ　ＲＡＶ４ トヨタ ＳＯＲＡ ヤンマートラクターYT5113 レクサス　ＲＣ　Ｆ　パフォーマンスパッケージ 三菱ふそう　スーパーグレート

№86 №87 №88 №89 №90

4904810174646 4904810175735 4904810843290 4904810158431 4904810858249
トヨタ　ＧＲ　８６ トヨタ　ＧＲ　スープラ　富士スピードウェイ　セーフティーカー 日産 エルグランド 道路パトロールカー ランボルギーニ　シアン　ＦＫＰ　３７ UDトラックス クオン エネオス タンクローリー

毎月商品の切り替えが御座います。
詳細は別途切り替え予定表を御参照下さい。 3/4

出荷条件：混載30個以上



※⽋品が発⽣する場合がございます。
1-120トミカ商品一覧表 御提案価格：400円

推奨⽟数：140⽟
№91 №92 №93 №94 №95

4904810188063 4904810467342 4904810175520 4904810158516 4904810562597
シボレー　コルベット トヨタクラウンアスリート コペン　ＧＲ　ＳＰＯＲＴ いすゞ　エルフ　橋梁点検車 ロンドンバス

№96 №97 №98 №99 №100

4904810102571 4904810801139 4904810798651 4904810102762 4904810175551
自衛隊　高機動車 ドクターヘリ 大型人員輸送車 ピザーラ デリバリーバイク スズキ　ジムニー　ＪＡＦ　ロードサービスカー

№101 №102 №103 №104 №105

4904810859864 4904810333678 4904810173786 4904810101765 4904810102724
いすゞ ギガダンプカー 日立建機 リジッドダンプトラック 日産　ノート ＢＫ１１７　Ｄ－２　ヘリコプター 日産 GT-R パトロールカー

№106 №107 №108 №109 №110

4904810156680 4904810193838 4904810636595 4904810158684 4904810392705
スズキ　ハスラー　消防指令車 スバル　サンバーひまわり 日野はしご消防車 ＤＨＬトラック トヨタクラウンパトロールカー

№111 №112 №113 №114 №115

4904810859918 4904810160977 4904810102786 4904810798484 4904810158554
トヨタL&Fジェネオ いすゞ　エルガ　すみっコぐらし×臨港バス トヨタ　ハイエース トヨタ　センチュリー スバル　ＷＲＸ　Ｓ４　ＳＴＩ　Ｓｐｏｒｔ　＃

№116 №117 №118 №119 №120

4904810785439 4904810799214 4904810801290 4904810879763 4904810156765
ｽｰﾊﾟｰ　ｱﾝﾋﾞｭﾗﾝｽ トヨタ　スープラ ランボルギーニ　ヴェネーノ モリタ　１３ｍブーム付多目的ポンプ自動車　MVF フェラーリ　ＳＦ９０　ストラダーレ

毎月商品の切り替えが御座います。
詳細は別途切り替え予定表を御参照下さい。 4/4

出荷条件：混載30個以上


