
お近くのホビーセンタカトー製品取扱販売店、またはホビーセンターカトー東京・ＫＡＴＯ京都駅店にての
先行予約をおすすめいたします。

※販売店によっては先行予約受付をしていない場合もありますので、お近くの各販売店でご確認ください。

発売時期・仕様・価格・ＱＲコードなどは、予告なく変更することもあります。価格は製品単価に消費税を加えた総額表示です。

　2021年11月発売予定

JR九州承認済JR九州承認済

鉄道模型コンテスト2021 九州大会開催記念

キハ58系 JR九州一般色 タイプ
10-952 2両セット ￥１２，１００（税込）

白い車体に青帯の
キハ58系
九州大会開催を
記念して発売！

白い車体に青帯の
キハ58系
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販売店リストは
裏面をご覧ください。→
販売店リストは
裏面をご覧ください。→



2021/8/27 更新

販売店様名 電話番号 郵便番号

ホビーショップ　タムタム札幌店 ℡011-375-0701 〒004-0064 北海道札幌市厚別区厚別西四条2-8-7 ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ厚別店内

ポポンデッタ札幌大通店 ℡011-213-0915 〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西1-8-2 MARUZEN＆ジュンク堂書店内　地下1F

ポポンデッタ イオンモール旭川西店 ℡0166-74-4394 〒070-0823 北海道旭川市緑町23丁目2161-3 イオンモール旭川西2F

鳩屋模型 ℡0157-23-2867 〒090-0041 北海道北見市北一条西3-7

販売店様名 電話番号 郵便番号

アベ模型 ℡022-222-6622 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-9-18 TICビル1F

ホビーショップ タムタム 仙台店 ℡022-771-9322 〒981-3111 宮城県仙台市泉区松森字後田45-1 八乙女SC内

ポポンデッタ THE MALL 仙台長町店 ℡022-796-5677 〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町7-20-3 THE MALL仙台長町3F

プラセン ℡0235-23-4188 〒997-0013 山形県鶴岡市道形町46-5

販売店様名 電話番号 郵便番号

ポポンデッタ イオンモール水戸内原店 ℡029-291-6661 〒319-0394 茨城県水戸市内原2-1 イオンモール水戸内原店 3F

ポポンデッタ イオンモールつくば店 ℡029-896-6320 〒305-0071 茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば1F

ホビーショップ　ペアーハンズ ℡0276-46-1462 〒373-0806 群馬県太田市龍舞町5219-5

ポポンデッタ イオンモール高崎店 ℡027-329-5885 〒370-3521 群馬県高崎市棟高町1400 イオンモール高崎 3F

ホビーショップ タムタム 大宮店 ℡048-688-9666 〒337-0002 埼玉県さいたま市見沼区春野2-8 パトリア東大宮3F

中島工房 ℡048-746-8813 〒344-0113 埼玉県春日部市新宿新田332-2 サンハイツ102号

スカイホビー ℡0480-76-3366 〒347-0014 埼玉県加須市川口1-2-6

モデルトレインプラス ℡048-242-5994 〒332-0021 埼玉県川口市西川口3-16-1 鈴木マンション102

ポポンデッタ ララガーデン川口店 ℡048-299-7388 〒332-0028 埼玉県川口市宮町18-9 ララガーデン川口2F

イオンモール川口店 ℡048-229-7620 〒333-0834 埼玉県川口市安行領根岸3180 イオンモール川口3F

ポポンデッタ with 西武トレインミュージアム ℡049-299-6770 〒350-0043 埼玉県川越市新富町1-22 本川越PePe 3F

ポポンデッタ　越谷レイクタウン店 ℡048-999-6590 〒343-0826 埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2 イオンレイクタウンkaze 3F

ポポンデッタ　イオンモール羽生店 ℡048-577-5197 〒348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生3F

鉄道模型ＫＩＤＡ ℡0493-22-2047 〒355-0076 埼玉県東松山市下唐子1916-9

BURGER & TEPPAN シュッシュポポン ららぽーと富士見店 ℡049-257-6801 〒354-0022 埼玉県富士見市山室1-1313 ららぽーと富士見3F

ホビーショップ タムタム 上里店 ℡0495-35-0090 〒369-0301 埼玉県児玉郡上里町金久保359-1

ホビーショップ タムタム 千葉店 ℡043-441-8833 〒261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲3-21-1 イオンマリンピア専門館3F

ポポンデッタ　GLOBO蘇我店 ℡043-209-7601 〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町1-34 GLOBO 1F

ポポンデッタ イオンモール幕張新都心店 ℡043-306-4716 〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5 ファミリーモール3F

ポポンデッタ　セブンパークアリオ柏店 ℡04-7157-0460 〒277-0922 千葉県柏市大島田1-6-1 セブンパークアリオ柏2Ｆ

ポポンデッタ　モリシア津田沼店 ℡047-409-4320 〒275-0026 千葉県習志野市谷津1-16-1 モリシア津田沼レストラン棟 7F

石田商店 ℡047-440-8913 〒273-0866 千葉県船橋市夏見台3-5-14

ポポンデッタ　ビビット南船橋店 ℡047-402-6186 〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-2-7 ビビット南船橋1Ｆ　ジュンク堂区画内

ミゼット　新松戸店 ℡047-347-6779 〒270-0034 千葉県松戸市新松戸3-280 第2ゆりの木ビル101

ミゼット　北松戸店 ℡047-369-1309 〒271-0064 千葉県松戸市上本郷2283-2-101

ジョーシン　王子店 ℡03-5959-2411 〒114-0004 東京都北区堀船1-23-13

ポポンデッタ 有明ガーデン店 ℡03-6380-7524 〒135-0063 東京都江東区有明2-1-8 有明ガーデン　4Ｆ

ポポンデッタ 京王百貨店新宿店 ℡03-5321-5125 〒160-8321 東京都新宿区西新宿1-1-4 京王百貨店新宿店7F

ヨドバシカメラ 新宿西口本店 ℡03-3346-1010 〒160-0023 東京都新宿区西新宿１－１１－１

Kiya hobby/キヤホビー ℡03-3398-1424 〒167-0043 東京都杉並区上荻1-16-16 喜屋ビル6F 

ポポンデッタ with 東武鉄道ギャラリー ℡03-6231-6145 〒111-0033 東京都台東区花川戸1-4-1 浅草エキミセ5F

ホビーサーチ ℡03-5833-3533 〒111-0055 東京都台東区三筋1-1-19 玉田ビル7F・6F

ポポンデッタ　秋葉原店 ℡03-5297-5530 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-3-3 Rail Way BLD

チヨダレールセンター ℡03-3253-6860 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-17 住吉ビル7F

ホビーショップ タムタム 秋葉原店 ℡03-5816-5667 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-14-2 サカイ末広ビル4F5F

カツミ　有楽町店 ℡03-5220-3158 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビルヂングB1F

カツミ　池袋店 ℡03-5949-4698 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-28-1 藤久ビル西2号館B1F

さかつう ギャラリー ℡03-3949-2892 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-25-13

鉄魂模型 ℡03-6382-6433 〒164-0001 東京都中野区中野3-1-3 カーサ杉本101

モデルショップ ポッポ屋 ℡03-5380-1951 〒164-0001 東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ2F

メディカル・アート ℡03-5372-5783 〒177-0041 東京都練馬区石神井町5-3-22

さかつう鉄道模型店 ℡03-3764-2863 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-4-4

マイホビー キョーサン ℡042-524-5141 〒190-0012 東京都立川市曙町2-4-9 小町ビル2F

ポポンデッタ with 京王トレインパーク ℡042-656-7242 〒192-0046 東京都八王子市明神町3-27-1 京王八王子駅ビル5F

朝倉模型 ℡042-361-4808 〒183-0051 東京都府中市栄町2-1-17

ポポンデッタ　トレッサ横浜店 ℡045-330-2973 〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町700 トレッサ横浜南棟1F

ポポンデッタ　西武東戸塚店 ℡045-443-7248 〒244-8530 神奈川県横浜市戸塚区品濃町537-1 西武東戸塚店6F

ポポンデッタ　マルイシティ横浜店 ℡045-548-4898 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12 マルイシティ横浜5F

カツミ　横浜店 ℡045-222-5510 〒220-8105 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-2 ランドマークプラザ5F

アンドロメダ屋模型店　 ℡045-934-3881 〒226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居1-11-2

ポポンデッタ with 小田急トレインギャラリー ℡046-236-0750 〒243-0432 神奈川県海老名市中央1-18-1 ビナウォーク6番館2F

railways しんゆり湘南ライン ℡044-299-9005 〒215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺2-4-7 才沢第2ビル1F

Ｍ．Ａ．Ｃ モデルアサダコーナー ℡044-344-6369 〒210-0847 神奈川県川崎市川崎区浅田3-4-4

ポポンデッタ　川崎アゼリア店 ℡044-589-8139 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2-3005

ポポンデッタ アリオ橋本店 ℡042-703-6716 〒252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1-22 アリオ橋本2F

ホビーショップ タム・タム 相模原店 ℡042-752-2727 〒252-0332 神奈川県相模原市南区西大沼1-5-5

railways湘南ライン ℡0463-20-9002 〒254-0035 神奈川県平塚市宮の前5-24 門倉第二ビル1F

アライヴ ℡046-268-5552 〒242-0024 神奈川県大和市福田2-4-7

販売店様名 電話番号 郵便番号

レール・パル　３５１ ℡0556-20-2000 〒400-0601 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢5535-1

東京堂科学模型教材社 ℡026-232-5035 〒380-0845 長野県長野市西後町624

ポポンデッタ イオンモール松本店 ℡0263-88-6378 〒390-8560 長野県松本市中央4-9-51 イオンモール松本　空庭1F

ホビーロード　イオン新潟西店 ℡025-378-8155 〒950-2028 新潟県新潟市西区小新南2-1-10 イオン新潟西店3F

ポポンデッタ イオンモール各務原店 ℡058-372-2277 〒504-0943 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 イオンモール各務原2Ｆ

ホビーショップ タムタム 岐阜店 ℡058-240-1212 〒501-6002 岐阜県羽島郡岐南町三宅8-7-1

ひゃっけん堂 ℡058-274-4401 〒500-8269 岐阜県岐阜市茜部中島1-30-3 第2オオノビル403号

ポポンデッタ with 東海道線ギャラリー（静岡パルシェ） ℡054-269-5928 〒420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町49 静岡パルシェ5F

パピーランド ℡055-922-2475 〒410-0049 静岡県沼津市江原町16-2

ポポンデッタ イオンモール浜松市野店 ℡053-424-9066 〒435-0052 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3 イオンモール浜松市野2F

関東地方
住所

中部地方
住所

キハ58 JR九州一般色タイプ2両セット 取扱い店一覧

「KATO直営店でも取扱いいたします。」

北海道地方
住所

東北地方
住所



ポポンデッタ　名古屋大須店 ℡052-249-5401 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-5-6 矢場町サンコービル3F

ジョーシン　スーパーキッズランド　大須店 ℡052-262-1203 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須4-2-48

テールファクトリー ℡0566-93-3134 〒446-0059 愛知県安城市三河安城本町1-34-7 ブランカ三河安城102

ポポンデッタ　イオンモール木曽川店 ℡0586-84-3622 〒493-0001  愛知県一宮市木曽川町黒田字南八ツケ池25-1 イオンモール木曽川 1F

ホビーショップ タムタム 名古屋店 ℡0568-27-2777 〒481-0045 愛知県北名古屋市中之郷神明7

ホビーショップ ハピネス ℡0533-86-2673 〒442-0045 愛知県豊川市駅前通3-25

ホビーショップ タムタム 豊橋店 ℡0532-57-5300 〒440-0083 愛知県豊橋市下地町境田100 オートバックスとよはし店2Ｆ

ポポンデッタ イオンモール東員店 ℡0594-84-6441 〒511-0255 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1 イオンモール東員 2F

ホビーショップ　タムタム金沢店 ℡076-201-8555 〒920-3126 石川県金沢市福久2-58イオン金沢３Ｆ

販売店様名 電話番号 郵便番号

ジョーシン京都1ばん館　スーパーキッズランド ℡075-323-2751 〒615-0014 京都府京都市右京区西院巽町38

ポポンデッタ　イオンモールKYOTO店 ℡075-644-9220 〒601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町1 イオンモールKYOTO　4Ｆ

みやこ模型 ℡0774-64-3753 〒610-0354 京都府京田辺市山手南1-4-1 C-502

ポポンデッタ　近鉄あべのハルカス店 ℡06-6625-2365 〒545-8545 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店ウイング館 8F

カツミ　大阪店 ℡06-6485-7801 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館5F

ポポンデッタ 阪急三番街店 ℡06-6147-7975 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街北館B1F

ポポンデッタ　大阪日本橋店 ℡06-4396-5010 〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋4-10-3 雅光産ビル3F

ジオラマ103 ℡06-6585-7216 〒556-0005 大阪府大阪市浪速区日本橋5-12-3 盛岡ビル102

ジョーシン スーパーキッズランド　本店 ℡06-6634-0041 〒556-0005 阪府大阪市浪速区日本橋4-12-4

レールクラフト阿波座 ℡06-6535-5539 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町3-1-14 松屋レジデンス1F

コスミックＲＭ ℡06-6396-8011 〒532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町2-5-14

ポポンデッタ　ららぽーと和泉店 ℡0725-90-4152 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2F

レール工房ひげしん ℡0721-21-4938 〒586-0018 大阪府河内長野市千代田南町3-8

ジョーシン 岸和田店 キッズランド ℡072-437-2111 〒596-0826 大阪府岸和田市作才町1-3-12

ポポンデッタ　エキスポシティ店 ℡06-6318-6975 〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY3階

スーパーラジコン　大阪日本橋店 ℡06-6644-3139 〒542-0072 大阪府大阪市中央区高津3-14-6 島之内ビル２Ｆ

新大阪模型 ℡050-3699-9457 〒558-0001 大阪府大阪市住吉区大領５－５－１１

ジョーシン　三宮店　一ばん館 ℡078-231-3811 〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通３－２－１６

ポポンデッタ　神戸ハーバーランドumie店 ℡078-599-8252 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-7-2 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞumie SOUTH MALL 4F

れーるぎゃらりーろっこう ℡078-841-7199 〒657-0025 兵庫県神戸市灘区高徳町4-1-21

ホビーショップ　タムタム　サンシャインワーフ神戸店 ℡078-414-4305 〒658-0027 兵庫県神戸市東灘区青木1-2-34 サンシャインワーフ神戸2F

ウサギ屋鉄道模型店 ℡079-272-1109 〒671-1225 兵庫県姫路市網干区福井１７１－１

ジョーシン　郡山店 ℡0743-59-2221 〒639-1115 奈良県大和郡山市横田６９３－１

販売店様名 電話番号 郵便番号

地球堂模型 ℡0855-22-3279 〒697-0033 島根県浜田市朝日町1427

ポポンデッタ　イオンモール岡山店 ℡086-206-7091 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山5F

ホビーショップ　タムタム岡山店 ℡086-201-2757 〒700-0023 岡山県岡山市北区駅前町1-8-18 イコットニコット３F

岡山模型 ℡086-273-5262 〒703-8236 岡山県岡山市中区国富９７３

ポポンデッタ　広島サンモール店 ℡082-569-5730 〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町2-2-18 広島サンモール4F

朗堂 ℡084-943-3711 〒721-0942 広島県福山市引野町5738-2

ポポンデッタ　イオンモール広島府中店 ℡082-207-2072 〒735-8588 広島県安芸郡府中町大須2-1-1 イオンモール広島府中2F

藤原模型店 ℡825678860 〒732-0052 広島県広島市東区光町２－９－２４ 広島ロードビル１階

SＭＡＬＬ☆WＯＲＬＤ ℡0836-43-7396 〒754-1277 山口県山口市阿知須4825-1

坂田玩具店 ℡0834-25-0802 〒745-0805 山口県周南市櫛ヶ浜西塩田494

販売店様名 電話番号 郵便番号

模型工房　もみじ ℡0877-85-7889 〒765-0071 香川県善通寺市弘田町1585-1

富士教材 ℡089-941-9413 〒790-0014 愛媛県松山市柳井町3-8-9

ながい模型 ℡0898-65-4791 〒799-1341 愛媛県西条市壬生川412

モデルショップ　ヨシオカ ℡088-872-6420 〒780-0901 高知県高知市上町1-4-6

販売店様名 電話番号 郵便番号

汽笛堂 ℡092-822-0593 〒814-0002 福岡県福岡市早良区西新3-5-16

ポポンデッタ　アミュプラザ博多店 ℡092-409-6810 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ　アミュプラザ博多8F

ヨドバシカメラ　マルチメディア博多 ℡092-471-1010 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-12

スーパーラジコン博多店 ℡092-434-7878 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-3-22 かき善ビル3F

ホビーランドぽち　博多店 ℡092-451-0128 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-2-1 福岡センタービル地下1F

新王様もけい ℡092-474-4637 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-13-27 グランドハイツ博多1F

ステージ・ワン ℡093-551-8888 〒802-0031 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸9-1

トレジャー・トレインズ ℡093-571-3990 〒803-0815 福岡県北九州市小倉北区原町1-8-20 第38プリンスマンション101号

鉄見模型店 ℡093-981-9816 〒802-0971 福岡県北九州市小倉南区守恒本町3-9-15

ホビー総合の店 フカヤ ℡093-662-1239 〒805-0069 福岡県北九州市八幡東区前田1-9-4

Ｍａｘモデル ℡0942-32-8660 〒830-0033 福岡県久留米市天神町76-2-101

ホビーショップ　タムタム　筑紫野店 ℡092-919-0120 〒818-0034 福岡県筑紫野市美しが丘南1-12-1 筑紫野ベレッサ2F

九州レイルウェイショップ　汽車倶楽部 ℡0949-26-9600 〒822-0002 福岡県直方市頓野550-1

モデラーズ松永　白山店　 ℡0952-25-0017 〒840-0826 佐賀県佐賀市白山1-2-5

模型のツキオカ ℡095-844-4801 〒852-8034 長崎県長崎市城栄町12-11 

ナガサキ模型センター ℡095-823-0913 〒850-0851 長崎県長崎市古川町5-16

マルエス商事　鉄道模型小売部 ℡096-352-4346 〒860-0029 熊本県熊本市中央区米屋町2-19

日教社模型店 ℡096-355-1880 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町9-28

ホビーショップ　コスモ　 ℡096-385-4073 〒862-0926 熊本県熊本市東区保田窪2-1-1

ポポンデッタ　アミュプラザおおいた店 ℡097-574-4483 〒870-0831 大分県大分市要町1-1 アミュプラザおおいた3F

モデルレイルウェイ　ソニック ℡097-507-7081 〒870-0024 大分県大分市錦町2-1-24

R.CワールドUSA ℡0978-33-2728 〒879-0308 大分県宇佐市下高家56-2

模型の国トヤマ ℡0985-28-2424 〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東3-6-2 

福地模型 ℡099-222-0497 〒890-0005 鹿児島県鹿児島市下伊敷1-6-18

販売店様名

KHAHO STORE

海外　香港
住所電話番号

℡＋852-6678-9130 №116 Sha Tsui Road.Tsuen Wan.Hong Kong

中国地方
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四国地方
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