
鉄道模型

レンタルレイアウト
スタンプラリー

2010

2010年7月17日(土)～8月31日(火)

今年の夏は、日本全国へ
自慢の車輌を持って出かけよう！
全国27店舗で鉄道模型のレンタルレイアウト

スタンプラリーを開催します。

●スタンプラリーカードをゲットしましょう。
●レイアウトで自慢の車輌を走らせたら、

ラリーカードにスタンプポン！
●達成した店舗数に応じて、達成賞に応募出来ます。

３店舗｢頑張ったで賞｣・５店舗｢楽しんだで賞｣

１０店舗｢さすがで賞｣・１５店舗｢よくやったで賞｣
全店舗「おみごとで賞」は…

TOMIX TCSパワー＆サウンドユニットN-S2-CL 抽選で1名様

賞品目指して「出発進行！」

・スタンプラリーカードは、各店舗店頭にあります。
また、ホームページからダウンロードもできます。

・ラリーカードは参加する本人のみ有効です。
・ラリーカードへの押印基準は各店舗によって異なります。
・１枚のラリーカードには１店舗１回のみ押印します。
・１回の利用で複数枚のラリーカードへの押印はできません。
・達成した店舗数に応じた達成賞へ応募可能です。
・お一人様何口でも応募可能ですが１枚のラリーカードで１口
のみ応募可能です（複数口の応募は別々にカードが必要）。

・応募は各店舗店頭で受け付けます。店頭での応募が不可能な
場合は、９月１５日までに事務局まで郵送してください。

・当選者の発表は１０月２日各店舗店頭およびホームページで
行います（ホームページ上ではイニシャルで発表します）。

・賞品は、ご指定いただいた各店舗店頭での受取りとなります。

主催：鉄道模型レンタルレイアウト事務局

協力：(株)ネコパブリッシング・(株)ダイモ
(株)大阪サン･ニュース・ラーメンたんぽぽ亭
(株)ピースカーボディショップ・Mr.TAKAHASHI

http://railmodelslayout.web.fc2.com/

レンタルレイアウト旭ヶ丘線
宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘2-26-3
022-273-9997

仙台市営地下鉄南北線｢旭ヶ丘｣駅下車
公園方面出口より徒歩約7分

N：5線

30分500円～

11:00～18:00 定休日：毎週水曜日

5.4m×4.5m の特大レイアウトです。
高架線2線・在来線2線・ローカル線1線。

ぺんしょんやじさん
福島県耶麻郡磐梯町七ツ森7084-17
0242-74-1004

ＪＲ磐越西線｢猪苗代｣駅より車約15分
磐越自動車道｢磐梯河東｣I.C.より約8km

Ｎ：2線

宿泊者は無料

チェックイン15:00～チェックアウト10:00

ご宿泊の方は無料でご利用いただけます。
車輌をお持ちの方はご持参ください。

Alex -アレックス-
埼玉県深谷市人見965-3
048-571-9999

ＪＲ高崎線｢深谷｣駅よりバス約10分
関越自動車道｢花園｣I.C.より約10分

N：6線・HO：6線

1時間945円～

10:00～21:00 定休日：毎週月曜日

Nゲージは夜景も楽しめ、ヤードもあります。
HOゲージは全線で機関車入換が可能です。

美美模型
栃木県宇都宮市西原1-6-9
028-634-9549
ＪＲ宇都宮線｢宇都宮｣駅よりバス｢六道｣下車
東北自動車道｢鹿沼｣I.C.より約8km

N：4本・HO：1本

1時間300円～

平日10:00～20:00・日曜/祭日13:00～18:00
定休日：毎月第２第４日曜・月曜（連休）
レイアウトルームは店舗2階にあります。
鉄道系雑誌が創刊号からご覧いただけます。

電車くん
茨城県日立市留町3番地
0294-53-5999

N：5線・HO：4線

30分300円～
元日立電鉄の車輌モハ3023を保存しています。
レイアウトは約6畳ほどの大きさです。

ＪＲ常磐線｢大甕｣駅より車約10分
常磐自動車道｢日立南太田｣I.C.より約3km

平日15:00～21:00・土/日/祝日12:00～21:00
定休日：毎週火曜日

レンタルレイアウト上野倶楽部
東京都台東区東上野3-16-8
03-3831-3620
ＪＲ・メトロ・京成｢上野｣駅より徒歩約5分
繁華街の為、車でのご来店はご遠慮願います

Ｎ：8線

50分735円～

八王子Ｎ広場
東京都八王子市高尾町1585
042-663-5162

Ｎ：12線

2時間1000円
直線区間15m・1周40～60mのエンドレス。
全線にTOMIX｢N-S2-CL｣コントローラー完備。

ＪＲ・京王｢高尾｣駅北口より徒歩30秒
中央自動車道｢八王子｣I.C.より約20分

平日12:00～18:00・土/日/祝日10:00～18:00
定休日：毎週火・金曜日

日本ぴょん太鉄道
千葉県流山市鰭ヶ崎1475-170
04-7158-8385

Ｎ：9線

1時間600円～
新幹線も含めて全9線ございます。
ちょっとした夜間運転もお楽しみ頂けます。

総武流山電鉄｢鰭ヶ崎｣駅より徒歩約3分
ＪＲ武蔵野線・つくばエクスプレス線
｢南流山｣駅からバスまたは徒歩約15分

8:00～23:00 年中無休（予約が必要）

モデルランド田中
神奈川県横浜市港北区

大倉山3-5-5-205
045-543-4486
東急東横線「大倉山」駅徒歩1分半

Ｎ：6線

30分525円～

12:00～22:00 定休日：毎週水・木曜日

各線15～20mの大規模レイアウトです。
DCC環境でのご利用も可能です(要相談)。

マルホランド
神奈川県足柄上郡大井町上大井60-3
0465-83-5206
ＪＲ御殿場線｢上大井｣駅より徒歩約10分
東名高速道路｢大井松田｣I.C.より約10分

Ｎ：4線

1時間500円～
車輌レンタルもしており、初心者も歓迎です。
団体貸切にも対応いたします。

平日10:00～20:00・日/祝日10:00～18:00
定休日：毎週木曜日

ローカル線や国鉄時代の車輌が似合う、
大人の隠れ家的レイアウトです。

平日13:00～22:00・土/日/祭10:00～21:00
定休日：毎週火曜日（祭日の場合は営業）



スカイペンションどうだん
静岡県島田市千葉835-411
0547-35-1107

ＪＲ東海道線｢島田｣駅よりタクシー約25分
東名高速道路｢吉田｣I.C.より約45分

Ｎ：2線

1時間100円

チェックイン15:00～チェックアウト10:00

宿泊者は22時まで無料。レールご持参の方に
20～25畳の和室をお貸しします(別料金)。

ペンション早起き鳥
長野県北安曇郡白馬村神城白馬ノ森
0261-75-2142

ＪＲ大糸線｢神城｣駅・高速バス｢白馬五竜・
五竜｣バス停より徒歩約5～7分

ＨＯ：2線

宿泊者は無料

チェックイン15:00～チェックアウト10:00

日本型車輌も、フランジの高い欧米型車輌も
それぞれに適した線路があり走行可能です。

Ｎゲージ天国
愛知県豊橋市八町通5-55
0532-55-4400

豊橋鉄道市内線｢東八町｣電停より徒歩2分
東名高速道路｢豊川｣I.C.より約20分

Ｎ：7線

1時間300円～
日本各地の絶景が再現されたレイアウト。
餘部鉄橋や根府川橋梁など見所満載です。

12:00～20:00 定休日：毎週水曜日

ホビーショップハピネス
愛知県豊川市豊川栄町7
0533-86-2673
ＪＲ飯田線｢豊川｣駅･名鉄｢豊川稲荷｣駅より
徒歩2分、東名高速道路｢豊川｣I.C.より約2km

Ｎ：6線

30分400円～

10:00～20:00 第３日曜12:30～20:00
定休日：毎週火・水曜日

新幹線も走行可能な、あちこちにストーリー
のあるレイアウト。工作コーナーもあり。

鉄道カフェ 鉄道屋
愛知県名古屋市西区城西5-12-26
052-523-1150
市営地下鉄名城線｢名城公園｣駅下車
1番出口より徒歩7分、駐車場あり

Ｎ：10線

1時間800円～
100平米の広さと線路長500mを誇るグルメな
お店。長大編成でも満足できます。

月・火・木・日：11:30～22:00
金・土：11:30～0:00 定休日：毎週水曜日

ライブリー・スペース「和」
滋賀県彦根市大東町2-28
平和堂アル・プラザ彦根店6階

0749-27-7234

ＪＲ琵琶湖線｢彦根｣駅西口より徒歩約1分

N：16線･HO：5線

1時間700円～

9:30～20:00 年中無休（不定休あり）

彦根城を中心に大トラス橋や大型ヤードなど
様々な情景が楽しめます。

アオバ模型
大阪府大阪市旭区高殿3-27-11
090-8578-4062
今里筋線｢関目成育｣駅徒歩約8分・谷町線｢関目
高殿｣駅徒歩約8分・京阪｢関目｣駅徒歩約10分

Ｎ：6線

30分525円～
新幹線やブルートレインなどのフル編成から
ローカル線まで走行シーンが楽しめます。

土曜12:00～21:00・日/祝日12:00～19:00
レイアウトは土日祝日のみ営業いたします

レンタルレイアウト中津
大阪府大阪市北区中津1-9-11
sunnews@sunnews.co.jp
御堂筋線｢中津｣駅5番出口徒歩約3分
阪急｢梅田｣駅茶屋町口より徒歩約15分

Ｎ：9線

1時間500円～
各線とも待避設備・ヤードがあり、お店の窓
からは｢はるか｣｢くろしお｣号も見えます。

12:00～21:00 定休日：予約のない土/祝日
※未成年者の入場はお断りしております

Caffe TRENO

兵庫県神戸市長田区水笠通3-1-1-102
078-963-5111
ＪＲ神戸線・地下鉄｢新長田｣駅北口徒歩約5分
山陽電鉄｢西代｣駅南口徒歩約5分

Ｎ：5線

30分300円～ ｢列車の旅｣をテーマに客席中央に旅の情景を
イメージした模型を設置しています。

平日11:00～16:00、18:00～22:00 月曜定休
土/日/祝日11:00～17:00、18:00～22:00

シルクロードの終着駅

奈良県奈良市春日野町16｢夢風ひろば｣内

0742-25-0231
近鉄奈良線｢近鉄奈良｣駅より徒歩約15分
氷室神社より東へ50m先、天平庵を左折

N：14線・HO：6線

Ｎ：20分500円
HO：30分800円～

近鉄や新幹線をイメージしたＮゲージ。
昭和40年代をイメージしたＨＯゲージ。

10:00～21:00
※メンテナンスのため月2回程度休業します

ホビーショップキッズ愛ランド
香川県木田郡三木町鹿伏310
087-891-7251 ベルシティ内

高松琴平電鉄長尾線「学園通り」駅すぐ

Ｎ：5線

30分240円～
カント付レールを採用し、新幹線も走行可能。
4号線にTOMIX｢N-S2-CL｣コントローラー完備

9:30～20:00
定休日：毎週火曜日(祝日の場合は水曜日)

レボリューションファクトリー
千葉県鎌ヶ谷市丸山1-9-72 047-445-0481

東武野田線｢鎌ヶ谷｣駅下車徒歩9分
新京成電鉄｢初富｣駅下車徒歩12分
平日14:00～18:00、日曜13:00～16:00 定休日：水/木/第2第4日曜

Ｎ：2線

2時間300円～

趣味の宿屋 花月園
静岡県伊豆市修善寺1035-8 0558-72-2160

伊豆箱根鉄道駿豆線｢修善寺｣駅下車バス10分
東名高速道路｢沼津｣I.C.より伊豆縦貫道｢修善寺｣I.C.へ約40分

チェックイン15:00～チェックアウト10:00

N：4線・HO：5線

宿泊者は無料

白馬ミニトレインパーク
長野県北安曇郡白馬村北城4617-10261-72-8233

ＪＲ大糸線｢白馬｣駅下車、タクシー約7分
長野自動車道｢豊科｣I.C.より約50分

10:00～17:00（森林ミニ鉄道は15:30まで）

ＨＯ：7線
(貸切路線3線)

貸切15分1000円
宿泊50分2000円

アイルーショップ

愛知県小牧市小牧4-24-1-102 0568-41-5677

名鉄小牧線｢小牧｣駅から西へ徒歩約10分
10:00～21:00

Ｎ：6線

1時間500円

イケダモデリング
大阪府池田市建石町3-1 072-751-9678

阪急宝塚線｢池田｣駅下車徒歩7分
池田文庫、逸翁美術館のすぐ南側

平日13:00～21:00、土日祝11:00～19:00 定休日：毎週水曜日

Ｎ：3線

30分200円～

もけいや松原
大阪府松原市上田6-1-3-101 072-338-9991

近鉄南大阪線｢河内松原｣駅下車徒歩3分
｢河内松原｣駅から線路沿いに東へ

12:00～21:00 定休日：毎週火曜日

Ｎ：5線

30分200円～

＜主催＞

鉄道模型レンタルレイアウト事務局
埼玉県深谷市人見965-3(有)アレックス内

モバイルページ


