
       

       製品             版

材質  綺麗 使            採用           編成分収録         求     種類 充実   

           時間     思 入  列車 再現        貴方 車両      

☆ Ｎ用側面方向幕シールシリーズ №1～№209 ☆ Ｎ用ヘッドマークシールシリーズ HM1～HM65

☆ Ｎ用前面幕シールシリーズ F1～F8 ☆ Ｎ用アクセサリーシールシリーズ AS1～AS26

☆ＨＯ用ヘッドマークシールシリーズ HO-A～C ☆ ＺＪ用ドレスアップシール ZHS01～ZHS08

▼リストの見方▼＊/はそれ以降の行先を＊両分収録。＊は直前の行先を＊両分収録。/＊はそれまでの行先を＊両分収録。行先の直後の数
字は同じ行先でも＊種類の行先を収録。（例えば経由入りの物と無しの物、あるいは旧式表示と従来表示等）※＊は数字。

S=ｽｰﾊﾟｰ.ｼｭﾌﾟｰﾙ M=ﾏﾘﾝ Ｌ=ﾗｲﾅｰ HＬ=ﾎｰﾑﾗｲﾅｰ HT=ﾎｰﾑﾀｳﾝ W=ｳｨﾝｸﾞ EXP=ｴｸｽﾌﾟﾚｽ R=ﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙと略している箇所があります。

快=快速 通=通勤快速 区=区間快速 新=新快速 Ｂ=Ｂ快速 急=急行 の表示で()付の場合は、種別無し幕の他に()内の種別も収録してお

り、行先の直前に来る場合は種別付のみ収録という意味になります。他の略語もあります。 価格は全て本体価格です。

ペンギンモデルＮ用方向幕シール

    系 中央東線 長野地域 前面幕収録     
  東京 新宿 立川 八王子 高尾 大月 河口湖 甲府 上諏訪 小淵沢 松本 信濃大町 高崎 横川 軽井沢 小諸 長野 新井 直江津 快松本 快信濃大町 快長野

  四方津 塩山 韮崎 富士見 茅野 下諏訪 岡谷 辰野 塩尻 穂高 有明 白馬 南小谷 明科 聖高原 篠 井 上田 戸倉 北長野 豊野 黒姫 妙高高原 二本木 高

田 谷浜 能生 快塩尻 快穂高 快白馬 快南小谷    鉄道線 軽井沢 小諸 上田 他各種前面幕

    系 総武 横須賀線        前面幕収録     
   久里浜 横須賀 逗子 鎌倉 大船 横浜 品川 東京 両国 津田沼 千葉 成田空港 快速      成田 成田空港 特快      成田 大船 東京 成田空港 通勤快

速 東京 成田 他各種前面幕      成田      

        系 東海道本線 東京口 前面幕収録     
   東京 品川 快  藤沢 平塚 国府津 小田原 通  熱海 沼津 伊東 静岡 快速      東京 熱海 小田原   山北 御殿場 伊豆高原 伊豆急下田 修善寺

        系 東海地域 前面用行先表示は主に側面用を使います     
  沼津 静岡 浜松 豊橋 名古屋 大垣 米原 高蔵寺 多治見 瑞浪 中津川   熱海 三島 富士 興津 島田 菊川 掛川 鷲津 岡崎 大府 岐阜 美濃赤坂 垂井 関

 原 春日井 神領 土岐市 釜戸 坂下 南木曽 上松 木曽福島 桑名 四日市 亀山 国府津 山北 御殿場 新豊田 御殿場線経由 国府津   小田原  

    系 東海道 山陽 湖西 草津線 前面用行先表示は主に側面用を使います     
   米原 安土 野洲 草津 大阪 西明石 加古川 姫路 網干 上郡 播州赤穂   大垣 長浜 河瀬 柘植 貴生川 大津 京都 高槻 神戸 須磨 相生 備前片上 普通 

快速 臨時 湖西線 堅田 近江舞子 近江今津 永原 湖西線 草津線

        系 高崎線  ア＝快速アーバン 前面幕収録     
   新宿    池袋    上野    籠原  通  高崎  通  新前橋  通  前橋  通 

    系 常磐線 水戸線 前面幕収録     
   上野 通  土浦 通     水戸 通  勝田 通  日立 通  高萩 大津港 平     久 浜 原 町   我孫子      快速 上野 笠間 快速 東京 京葉線経由        

              東京 日立        神立 常陸多賀 草野 四 倉 富岡   内原 友部 笠間 岩瀬 下館 小山

    系 房総地域 前面幕収録     
   佐倉 成田 成東 姉 崎 君津 大原 上総一 宮   千葉   成田空港 佐原 香取 鹿島神宮 旭 銚子   成東 大網 東金 茂原 勝浦 安房鴨川   木更津 佐貫

町 上総湊 館山 千倉

    系 白山 能登用金  車     
   白山 初期     上野 金沢 上野行 金沢行 白山 標準     上野 金沢  白山 上野 金沢  白 山 上野 金沢      白山 長野      上野 長

野  種      上野 中軽井沢  種    能登 上野 金沢 福井  内 輌分        表示付  信州 長野 福井 長野 福井      越後湯沢 金

沢      妙高志賀       古河    白山        表示付  上野 金沢

     系 信越本線          妙高     
        横浜 新宿 上野 長野 黒姫 妙高高原 関山 直江津      上野 軽井沢 上田       銀嶺 上野 長野 黒姫 妙高高原 関山 直江津 妙高 上

野 長野 妙高高原 直江津      信越   思 出    号 横川 懐      号 上野 横川 信州特急   号        号 軽井沢 直江津

             系 京浜東北線 103 系用前面幕･運行番号表示･編成札収録     
   大宮 快  南浦和 快  赤羽 快  東十条 快  上野 快  蒲田 快  鶴見 快  東神奈川 快  桜木町 快  磯子 快  洋光台 大船 快  京浜東北線

         系 京葉線用 マ=マリンドリーム 103 系用前面幕･運行幕･編成札収録     
   東京 快 通  新習志野 海浜幕張 快   千葉    快   蘇我 快   京葉線 快 通上総一 宮 快 通君津   快 通勝浦   快 通成東 

     系用  国鉄時代     
      小樽 札幌 旭川      札幌 東室蘭 室蘭   急行 快速 普通 臨時 小樽 江別 小樽 千歳 小樽 千歳空港 手稲 札幌 手稲 江別 手稲 千歳 手

稲 千歳空港 手稲 苫小牧 札幌 江別 札幌 千歳 札幌 千歳空港 札幌 島松 札幌 北広島 登別 室蘭 幌別 室蘭 小樽 手稲 札幌 江別 岩見沢 滝川 深川 

旭川 島松 北広島 千歳 千歳空港 苫小牧 登別 幌別 東室蘭 室蘭 糸井   前面幕 急行 快速 普通 臨時 側面幕    縁取   

  北海道行寝台特急 一部ヘッド･テールマーク     
   北斗星上野   札幌   北斗星      上野 横浜     北斗星小樽号小樽    上野 札幌 日本海大阪 函館 札幌             大阪   札

幌              信州 神戸 黒姫        北斗星               用               夢空間            信越 他

  東京発客車寝台特急用白地幕     
 各編成分    東京 長崎 佐世保     東京 西鹿児島 熊本 長崎    東京 熊本 長崎 富士東京 西鹿児島 大分 宮崎 南宮崎     東京 博多 下

関 広島 瀬戸東京 宇野 高松 紀伊東京 紀伊勝浦 出雲東京 浜田 出雲市    東京 米子      号 博多          号 広島    下関   

         系 宇都宮 両毛 日光線   快速    ヘッドマーク 2種･211･115 系用前面幕収録     
   上野    小山 小金井  通  宇都宮  通  黒磯  通   新宿  池袋    快日光      上野 宇都宮                 伊勢崎 桐生 小山   鹿沼 日

光   宇都宮

         系 山手 赤羽線 他事業用 11CARSシール･          系用前面幕収録 休止品
   山手線    大崎 新宿 池袋 田端 上野 田町 品川 赤羽線 赤羽 回送 試運転 臨時    前面用収録各種 配給 郵便 訓練車 荷 大井工場

         系  踊 子     伊豆          
   伊豆 東京 品川  踊 子池袋 新宿 品川 東京 熱海 湘南            東京 品川 小田原 熱海 伊東 伊豆急稲取 伊豆急下田 修善寺        

踊 子 前橋 伊東 伊豆急下田 伊豆 伊東 伊豆急下田  踊 子 小田原 伊東 伊豆急下田         伊豆 修善寺 踊 子 修善寺



  北海道特急 国鉄   幕     
        函館 札幌 旭川 釧路 北斗 函館 札幌 北海 函館 札幌 旭川       札幌 網走        函館 網走       札幌 釧路  北斗 函

館        網走        札幌 帯広 横長          札幌 旭川       札幌 旭川          旭川 札幌 千歳空港 苫小牧      

  旭川 旭川 区普通  札幌 札幌 区普通  千歳空港 苫小牧 東室蘭 室蘭 室蘭 区普通  臨時         知床斜里 天都 網走   行先 横長表示

     系 片町 桜島 大阪環状線用    系用前面幕 運行幕収録     
   大阪環状線   大阪 西九条 桜島線 桜島 天王寺 森 宮 京橋 片町線 片町 放出 徳庵 住道 四条畷 星田 長尾 松井 松井山手 同志社前 木津 加茂 奈

良 快速 京橋 片町 長尾 松井 松井山手 同志社前 木津 加茂 奈良

         系 武蔵野線用              系用前面幕収録 休止品
   海浜幕張 新習志野 南船橋  快  東京  快  東所沢  快  府中本町   新木場 舞浜 西船橋 市川大野 新松戸 南越谷 南越 谷 東所沢 新秋津 快   

  府中本町  東所沢  南越谷  新松戸  西船橋 西船橋  東所沢  船橋法典           高尾 大宮 旧快速 東京 東所沢 府中本町

     系                       
       大阪 名古屋 白馬 長野       岐阜 松本 南小谷 妙高高原 新潟                栂池八方     名古屋 信濃森上    大

阪 長野 臨時        

     系    一部収録列車          
       上野 平 上野 原 町      上野 平 上野 原 町 上野 水戸 上野 勝田 上野 常磐線経由  仙台 常磐線経由  上野 水戸 勝田 日立 高

萩 平     原 町 相馬 仙台       東京 平 東京 原 町     上野 仙台 常磐線経由  土浦         上野             水戸 

勝田         土浦 上野        土浦 土浦       急行       

     系 北陸特急  雷鳥     雷鳥 一部収録列車          
    雷鳥 大阪 金沢 富山 大阪  金沢  富山     雷鳥 新潟      大阪 富山    雷鳥 姫路 神戸 三 宮 福井 魚津 糸魚川          雷鳥 大

阪 神戸 金沢 富山 和倉温泉 糸魚川 魚津 黒部 長野  雷鳥信越神戸 長野   雷鳥 和倉温泉    雷鳥立山 宇奈月温泉              雷鳥等

  上野発客車寝台特急用 北海道行除      
       上野  秋田  青森      上野 青森     上野 青森 出羽上野 秋田 北陸上野 金沢 鳥海上野 青森 臨   北星上野 盛岡      北星  

  関西発客車寝台特急用白地幕 北海道行除      
 各編成両数分     京都 新大阪 大阪 佐世保 長崎 熊本 西鹿児島 明星新大阪 大阪 博多 熊本 西鹿児島 彗星新大阪 下関 大分 宮崎 南宮崎 都城  

 京都 新大阪 熊本 西鹿児島 安芸新大阪 下関    大阪 新潟 日本海大阪 青森          幕   

     系 北陸特急  加越                      
       上野行 金沢行 上野    加越米原 金沢 旧  米原 富山 旧  京都 金沢 米原 金沢 米原 富山 大阪 京都 米原 福井 金沢 和倉温泉       

長岡 金沢 福井 和倉温泉 金沢 長岡     米原 金沢 京都 米原 金沢      立山立山       立山立山    大阪 金沢 和倉温泉       雷鳥信越      

信越       信州          大阪 米原            金沢 団体 臨時   妙高高原   姫路 大阪 黒姫 長野

             系 横浜 南武 鶴見線用           系用前面幕収録 休止品
  横浜線    系用 小机 中山 快  町田 快  橋本 快  八王子 快  逗子 快  共通用 東神奈川    系用 東神奈川 小机 中山 原町田 町田   橋本 八王子 快速

 小机 中山 町田 橋本 八王子   立川 稲城長沼 登戸 武蔵溝 口 武蔵中原 矢向 川崎   尻手 川崎新町 尻手 浜川崎 海芝浦 大川 武蔵白石 浜川崎 扇町

    鶴見 弁天橋 鶴見  弁天橋  海芝浦  大川  武蔵白石  浜川崎  扇町

     系 中央線     
        千葉 横浜 東京 新宿 甲府 松本      白馬      新宿 松本 信濃大町 白馬 南小谷         新宿 甲府         千倉 館山 成

田 辰野 信濃大町 白馬 南小谷 長野         成田空港 松本 長野       東京 甲府 竜王 上諏訪 松本

     系 奥羽特急   込    輌編成 対応     
       上野 山形     上野 山形   上野 秋田    上野 秋田鳥海上野 秋田 青森   上野 秋田 青森        福島     新潟 酒田 

秋田 青森        仙台 山形 新庄 大曲 青森     盛岡 秋田 東能代 大館 青森   青森 秋田      山形 新庄 横手 秋田        青森 秋田

     系 東北特急   込    輌編成 対応     
        東京行 上野行 青森行       上野 盛岡 青森 弘前 函館      東京 上野 盛岡 盛岡行 青森       上野 盛岡     東京行 上

野行 仙台行      旧表示  上野 仙台      上野 仙台        旧表示  上野 会津若松     上野 会津若松

           系 四国特急用               用 一部収録列車          
      旧 高松行 松山行 宇和島行      旧 高松行 松山行 宇和島行      岡山 高松 松山 宇和島 南風旧 高松行 高知行 中村行 南風 高

松 高知 須崎 窪川 中村  南風岡山 高松 高知 中村      高松 新居浜 松山 宇和島      高知 中村  宇和海松山 宇和島          高松 

高知        岡山 高松 徳島 牟岐 海部     岡山 高松 徳島      高松 高知 中村      川阿波池田 徳島 剣山牟岐 徳島 穴吹 阿波池田 

高知    徳島 阿南 牟岐          阿南徳島 阿南                  普通 宇和島  普通 種

     系 九州特急     
   有明門司港 小倉 博多 熊本 水前寺  水俣 西鹿児島 鹿児島 博多 西鹿児島 小倉 西鹿児島 門司港 西鹿児島 博多 熊本     門司港 小倉 博多 肥

前山口 早岐 佐世保     門司港 小倉 博多 肥前山口 長崎      下関 門司港 小倉 博多 大分 佐伯 南延岡 宮崎 南宮崎 西鹿児島 宮崎空港 博多

 旧  門司港 旧  小倉 旧  大分 旧  宮崎 旧             収録

     系 北陸特急       北越     
       名古屋行 富山行 名古屋 金沢 富山       旧 名古屋 金沢 富山      名古屋 金沢 富山 北越 旧 大阪 新潟 金沢 新潟 北越大阪 新潟 

福井 新潟 金沢 長岡 金沢 新潟    北越福井 金沢 長岡 新潟        和倉温泉   北越 区間特急表示 金沢 福井 長岡        米原

     系 山陽特急                     日向        
       名古屋 熊本 岡山 熊本 岡山 博多     岡山 熊本 岡山 博多    新大阪 広島 新大阪 下関 大阪 下関     新大阪 広島 大阪 下関

     新大阪 宇野    新大阪 博多 岡山 下関    岡山 下関    大阪 大分 岡山 大分 新大阪 宮崎 岡山 宮崎 岡山 宮崎    追加  日向大阪 

宮崎 大阪 宮崎    追加    大阪 西鹿児島       名古屋行  熊本行    新大阪行  博多行     新大阪行  大阪行  大分行      新大阪

行  宇野行  付 資料未確認

     系 九州特急     
       別府経由博多 別府経由小倉 中津 別府 南宮崎経由宮崎空港           別府 博多        別府経由博多 別府経由大分     博多行 

大分行 宮崎                  博多 川内 西鹿児島 鹿児島中央 鹿児島 宮崎空港 宮崎           博多        門司港 大牟田 出水 川内 国

分 都城 宮崎空港 南宮崎 延岡     宮崎空港 南宮崎 宮崎 延岡     西鹿児島 鹿児島中央 国分 霧島神宮 宮崎         博多            博多

 佐世保   小倉 佐世保 普通 博多 普通 川内 普通 西鹿児島 宮崎空港 南宮崎 宮崎

     系 東日本地域 サシ 581 には方向幕がありませんので１３輌フル編成に対応しています。     
12/はくつる上野･青森･ゆうづる上野･青森･はつかり東京･上野･青森･みちのく上野･青森･ひばり上野･仙台･はくつる上野･青森･ゆうづる上野･青森･Ｌは

つかり上野･盛岡･青森･みちのく上野･青森･ひばり上野･仙台行･とうほく仙台-青森･9/あけぼの上野･青森･津軽上野･青森２種･シュプール/蔵王･上越

         系 西日本地域 上下共用表示は海側･山側 1/2ずつ 愛称表示が左上表示と右上表示が対となります     
12/つばめ(S42)/名古屋･熊本･つばめ(S47)/博多-岡山･熊本-岡山･つばめ(S48)/西鹿児島-岡山･はと(S42)/新大阪･博多･みどり(S42)/新大阪･大分･しお

じ(S45)/新大阪･下関･しおじ(S47)/広島‐新大阪･月光(S42)/新大阪･博多･月光(S47)/博多-岡山･月光(S48)/西鹿児島-岡山･金星(S42)/名古屋･博多･金

星(S47)/博多-名古屋･金星(S55)/博多-名古屋･きりしま(S45)/京都･西鹿児島･きりしま(S47)/西鹿児島-京都･下関･きりしま(S48)/西鹿児島-新大阪･10/

リバイバル月光/下関（H13）･月光(九州鉄道記念館の展示車輌装備)/新大阪-博多



         系 西日本地域  九州地域上下共用表示は海側･山側1/2ずつ 愛称表示が左上表示と右上表示が対となります     
12/明星(S42)/京都･新大阪･博多･熊本･明星(S50)/熊本･明星(S55)/京都･新大阪･博多･西鹿児島･彗星(S50)/京都･彗星(S55)/新大阪･大分･宮崎･なは

(S53)/西鹿児島-京都※反対側は愛称左上、駅名が上下に入れ替わったタイプとなります。･なは(S55)/西鹿児島-新大阪･有明(S45)/門司港･博多･西鹿児

島･有明(S47)/西鹿児島-門司港･西鹿児島-博多･Ｌ有明(S55)/西鹿児島-門司港･西鹿児島-小倉･西鹿児島-博多･にちりん(S55)/宮崎-小倉･宮崎-博多･10/

銀河(S55)/東京-大阪･品川-大阪

         系 北陸地域        行先幕 無 為   輌  編成        上下共用表示は海側･山側1/2ずつ     
11/しらさぎ(S47)/名古屋･富山･Ｌしらさぎ(S50)/名古屋･富山･Ｌしらさぎ(S53)/名古屋･富山･Ｌ雷鳥(S57)/金沢-大阪･富山-大阪･福井-大阪･金沢-神

戸･富山-神戸･10/Ｌ雷鳥(H5)/神戸･大阪･福井･金沢･富山･立山(S57)/富山-大阪･きたぐに(S60)/新潟-大阪･きたぐに(H5)/大阪･新潟･越後(H5)/新津･庄

内(S60)/新潟-酒田･日本海(H5)/大阪･青森･TAP エクスプレス(H3)/姫路-富山･シュプール(H5)･シュプール妙高志賀(S62)･シュプール野沢苗場(H4)･東北

夏祭り(H5)･シャレー軽井沢(H 元)･9/ナインドリーム甲子園(H5)･

     系 上越線 信越本線     
       上越     上野 中軽井沢 上田 急軽井沢上野 中軽井沢 特急 谷川上野   水上   越後湯沢 石打 新特急 谷川上野   水上   越後湯沢 石

打 特急水上新宿 上野   新前橋 水上   越後中里 越後湯沢 石打 急    上野   水上   越後湯沢 新雪 上野 越後湯沢 石打      水上 上野 水上

     系 高崎線 吾妻線 日光線     
  急行草津上野  万座鹿沢口  特急 白根上野  長野原 万座鹿沢口  新特急 草津上野  長野原草津口  万座鹿沢口  特急草津新宿 上野  長野原草津

口 万座鹿沢口   新特急      高崎高崎 特急    草津上野 万座鹿沢口 特急草津白根上野 万座鹿沢口      草津万座 特急日光号 特急日光

新宿 日光        鴻巣鴻巣  

     系 両毛線 東北本線     
  急行   上野   前橋 桐生 小山 特急    国鉄 上野   前橋 桐生 小山 新特急    新宿 上野   高崎 新前橋 前橋 桐生   特急   新宿 上野 

高崎 新前橋 前橋 特急          新宿 前橋 新特急       新宿 新特急    新宿 上野 宇都宮 黒磯   新特急   新宿 黒磯 特急 

      新宿 特急         黒磯 新幹線   号

     系 中央線 種別表示付幕 定期特快列車 収録各前面方向幕        電光表示幕  収録     
   中青特東京   新宿 中通高尾 中通大月 中通河口湖  輌分   武蔵五日市  輌分  青通青梅  奥多摩  輌分 

 特 通勤特快 中 中央特快 青 青梅特快 停 各駅停車       快速    号       快速    号 運用番号表示 編成札 収録

     系 中央線 快速     
   東京 新宿 中野 三鷹 武蔵小金井 国分寺 立川 豊田 八王子 高尾 大月 河口湖  輌分  四方津 相模湖 甲府 各前面方向幕・運用表示・編成札収録

     系 総武本線 成田線     
       新宿   東京   両国 銚子       成東     新宿   東京   両国   鹿島神宮    成田 佐原             横浜 新宿 東京       佐倉

佐倉       新宿   東京   両国   佐原 銚子               大宮 成田空港          成田成田  原則経由地入 各区間    幕 収録

     系 内房 外房線特急                 
    八王子 新宿 東京   両国 館山   千倉      東京        君津        新宿 館山 千倉 東京 館山   八王子 新宿 東京   両国 上総一 宮 

勝浦 安房鴨川        東京        上総一 宮 勝浦        新宿 安房鴨川 東京 安房鴨川  原則経由地入 各区間    幕 収録

     系 上越特急 未収録列車     
     東京行 上野行 新潟行    上野 旧  新潟 旧  上野 新潟 上野 新潟     東京 上野 黒磯       銀嶺新宿 松本 信濃大町 白馬       

祭 号辰野 新雪東京 上野 越後湯沢 石打 小千谷 長岡    白根上野 長野原 万座鹿沢口        新宿 小淵沢

         系 福知山 山陰線     系  前面  使用    実質 両分対応         
  新大阪 快  大阪 快  尼崎 宝塚 快  三田 快  新三田 快  広野 篠山口 快  谷川 柏原 福知山 快  和田山 八鹿 江原 豊岡 快  城崎 快  京都 快快  亀岡

 快  園部 快  胡麻   北近畿 新大阪 大阪 福知山 豊岡   城崎          大阪 篠山口 普通 城崎  豊岡 城崎 福知山

         系 中央 総武緩行線     
   千葉 幕張 津田沼 西船橋 東京 御茶 水 飯田橋 新宿 中野 荻窪 三鷹 武蔵小金井 立川 豊田 八王子 高尾 特快 東京 新宿 豊田 高尾

  御嶽 奥多摩   武蔵五日市    系前面幕各種 運行表示 低 高運転台用  編成札 特別快速      

     系 京葉線          前面 運行幕 編成札収録     
   東京 快 通  新習志野 海浜幕張 快   蘇我 快   快 通君津 快 通上総一 宮      快 通成東 快 通勝浦

     系              用     
       京都 新大阪 湊町   難波 天王寺 和歌山 紀伊田辺 白浜 周参見 串本 紀伊勝浦 新宮           京都 新大阪 天王寺 白浜 新宮    

    大阪 白浜 大阪 新宮 京都 新宮 天王寺 白浜     京都 白浜           大阪 加茂 湊町 木津 木津   難波      姫路 南小

谷     大阪 信濃森上           日根野

           系            用      製品用     車用            収録     
      大阪 高松 岡山 米子 松江 出雲市 知井宮 浜田 益田            岡山 出雲市            国鉄両    高松 出雲市        

 国鉄両    岡山 松江 出雲市            大阪 高松 米子 松江 西出雲 快速米子 普通西出雲        日英 岡山 米子 松江 出雲市

    系客車 北海道地域     
      小樽経由  札幌 函館      千歳経由  札幌 函館     石勝線経由  札幌 釧路      札幌 函館 青森 快速 海峡 函館 青森   狩勝 芦別経

由  札幌 釧路 狩勝 石勝線経由  札幌 釧路 天北 札幌 稚内 利尻 札幌 稚内 宗谷 札幌 稚内 大雪 札幌 網走   急行 変化 旅 利尻 函館 室蘭線経由  

  函館 大沼公園 長万部 洞爺 然別 仁木 余市 小樽 手稲 札幌 岩見沢 滝川 旭川 稚内 網走 富良野 帯広 釧路 北見 根室 特急 急行

          東海地域用 前面数種    系前面 側面兼用 休止品
  国鉄     御殿場 松田 西富士宮 身延 鰍沢口 大井川鉄道千頭   国鉄    快速 熱海  三島  沼津  静岡  浜松  豊橋  名古屋   岐阜  大垣

  米原   中津川 南木曽 瑞浪          御殿場 山北 松田 富士 西富士宮 身延 下部温泉 鰍沢口 甲府 豊川 新城 本長篠 桑名 四日市 亀山 緑快速

亀山 青快速垂井 鷲津 大府 笠寺 垂井 関 原 

          東海地域用 青 青快速 緑 緑快速 前面数種    系前面 側面兼用 休止品
    全       幕 熱海 三島 沼津 静岡 島田 菊川 浜松 新青緑  豊橋 新青緑  興津 蒲郡 青  岡崎 青  緑金山 名古屋 通青緑  岐阜 青  青関 原 大垣 新

緑  大垣美濃赤坂 美濃赤坂 青  米原 緑  春日井 神領 高蔵寺 多治見 土岐市 瑞浪 青  釜戸 青  中津川 通青  坂下 通青  南木曽 青  上松 木曽福島 塩尻

       系客車 東日本地域 初期  駅名 後 行 付        
  弘前 大館 秋田 横手 青森 知内 八戸 盛岡 宮古 釜石 酒田 新庄 山形 米沢 一 関 石越 小牛田 仙台 会津若松 福島 白河 黒磯 新潟 長岡 石打 越後

湯沢 水上 直江津 関山 妙高高原 黒姫 長野 戸倉 上田 小諸 松本 岡谷 赤羽 大宮 新宿 上野 東京 品川 団体専用    臨時

       系客車 東日本地域 後期     
  青森 弘前 大館 野辺地 八戸 北福岡 盛岡 宮古 北上 釜石 男鹿 秋田 横手 一 関 石越 小牛田 酒田 新庄 仙台 山形 米沢 福島 白河 会津若松 黒磯 

新潟 長岡 石打 越後湯沢 直江津 関山 妙高高原 黒姫 長野 戸倉 上田 小諸 軽井沢 松本 岡谷 上諏訪 赤羽 大宮 新宿 上野 東京 品川 臨時 団体 団体

専用  輌分 

          東海地域 休止品
     伊勢市 名古屋 沼津 静岡    伊勢市 名古屋 沼津 静岡 高山 飛騨古川 東小倉 熱田 沼津 飛騨古川 臨時 団体 団体専用           新潟 直江

津 妙高高原 長野 富山 金沢 高山 飛騨古川 東京 品川 沼津 静岡 浜松 豊橋 熱田 名古屋 伊勢市 鳥羽 新宮 紀伊勝浦 白浜 京都 新大阪 大阪 東小倉 

博多 大分 宮崎 長崎 佐世保 熊本 西鹿児島 豊橋 中部天竜         赤倉 志賀



       系客車 西日本地域初期 四国地域     
  糸魚川行 富山行 金沢行 福井行 米原行 京都行 小浜行 若狭高浜行 宮津行 天橋立行 新宮行 紀伊勝浦行 白浜行 天王寺行 新大阪行 大阪行 姫路行 

福知山行 江原行 豊岡行 城崎行 竹野行 浜坂行 鳥取行 出雲市行 大社行 浜田行 岡山行 宇野行 糸崎行 広島行 徳山行 小郡行 下関行 臨時 団体 団体

専用 臨時 試運転 回送 高松 徳島 松山 高知       高知

       系客車 西日本地域 後期     
  糸魚川 富山 輪島 七尾 金沢 加賀温泉 福井 米原 小浜 若狭高浜 京都 宮津 天橋立 峰山 新大阪 大阪 天王寺 亀山 和歌山 紀和 和歌山市 白浜 紀伊

勝浦 新宮 篠山口 姫路 福崎 寺前 和田山 福知山 播磨新宮 佐用 上月 津山 江原 豊岡 城崎 竹野 香住 浜坂 鳥取 倉吉 米子 出雲市 大社 浜田 岡山 宇

野 糸崎 広島 徳山 小郡 下関 臨時 団体

       系客車 九州地域     
  門司行 別府行 大分行 南延岡行 宮崎行 都城行 人吉行 博多行 佐世保行 長崎行 熊本行 三角行 八代行 西鹿児島行 門司港 門司 別府 大分 由布院 

豊後森 日田 南延岡 宮崎 都城 人吉 博多 鳥栖 佐世保 長崎 久留米 熊本 三角 八代 西鹿児島 臨時 団体 団体専用       九州   試運転

          系客車 急行用他 行灯形      収録             
   銀河 東京 大阪      大阪 新潟 津軽 奥羽線経由  上野 青森         妙高志賀   妙高 上野 直江津 能登 上野 金沢 七尾 輪島     新

宿 秋田       号 小郡 津和野 夢空間        門司港 門司港 小倉 門司港間普通  西鹿児島 西鹿児島 門司港 小倉間普通  日南 博多 西鹿児島 

宮崎間普通  門司港 西鹿児島 宮崎間普通  西鹿児島 宮崎 西鹿児島間普通       日本海蔵王        大阪 篠山口 大阪 福知山 京都 園部 京都

 福知山        苗場湯沢     白馬       山陽        北   号       九州 浜松町 東小倉

          新宿相互乗 入  湘南新宿    前面幕各種収録 休止品
     新宿経由 小田原 国府津 平塚 逗子 大船 籠原 高崎 前橋 大宮 小金井 宇都宮 黒磯 新宿経由快速 小田原 国府津 平塚 籠原 高崎

         系 白鳥     青森    収録列車       白鳥用充実     
   白鳥 旧 大阪行 青森行 大阪 青森 白鳥 大  京   大阪 青森 白鳥大阪 福井 新潟 青森      八戸 青森 弘前 快速八戸 青森 普通八戸 三沢 野

辺地 浅虫温泉   青森   蟹田     白鳥八戸 函館    白鳥     大阪 青森            白鳥    収録 異  貫通用  

                  五日市 青梅 八高 川越線     
   拝島 河辺 青梅   立川 武蔵五日市 御嶽 奥多摩 八王子   箱根 崎 高麗川 川越    系      拝島 河辺 青梅   御嶽 奥多摩 武蔵五日市   箱

根 崎 高麗川 川越    系用    系用 前面幕 運用表示 編成札 収録    系青梅 五日市線      収録

     系 埼京線用  103 系用前面幕･ヘッドマーク 2種 休止品
   新宿 快通  池袋 快通  赤羽 快通  武蔵浦和 大宮 快通  指扇 快通  南古谷 快通  川越 快通 

   系  使    

             系 常磐快速線 千代田線    系用前面幕     快速      常磐線快速     休止品
   上野 松戸 柏 我孫子 取手    木下 下総松崎 成田 上野  松戸  我孫子  取手  成田 松戸  我孫子  取手                  綾瀬 北千

住 霞 関 明治神宮前 代 木公園 代 木上原 

         系 長野 松本車 妙高号 快速 普通 各 種     
         号           長野    木曽号上松  急行     白馬 湘南    東京 品川 平塚 小田原 湘南新宿    新宿 小田原 旧青梅    新宿 青

梅 旧中央    新宿 八王子 高尾         長野       信州新宿 松本 長野 信濃大町 白馬 信州   妙高号長野 直江津 妙高号長野 直江津   

   松本 横浜 鎌倉 快速     新宿 松本 信濃大町 長野 白馬        舞浜東京 穂高    上野 横川 軽井沢 長野 直江津

     系 関西地域用国鉄幕                収録 新快速 快速 普通     
    新 長浜 米原 野洲 草津 永原 近江今津 近江舞子 堅田 京都 大阪 西明石 加古川 姫路 網干 相生 上郡 播州赤穂 快 長浜 米原 安土 野洲 草津 

永原 近江今津 近江舞子 堅田 京都 高槻 大阪 神戸 西明石 加古川 姫路 網干 相生 上郡 播州赤穂 普 米原 野洲 京都 高槻 神戸 西明石 加古川

     系 上越 新潟地域用     
   新潟   内野 吉田 新発田 長岡   村上 村上 潟  新発田 潟  豊栄 内野 潟  柏崎 新津 長岡 潟  越後中里 直江津 新井 妙高高原   坂町 関屋 関屋 潟  

越後赤塚 越後曽根 巻 吉田 潟  寺泊 出雲崎 羽生田 東三条 東三条 吉  柏崎 長  柿崎 二本木 石打 越後湯沢 水上 新津 発  新津 潟  矢代田   亀田 新

潟 津  新発田 津  村上 吉  弥彦 高田 小千谷 越後川口 小出 六日町        弥彦 吉田 東三条 寺泊 柏崎   大前 万座鹿沢口 長野原 長野原草津口 水

上 沼田 渋川 新前橋 高崎  新潟支社用 幕      除          以降    字 小文字   

     系 仙石線用 普 東名 手樽間通過普通        紫地 緑地 青地各色 快速 快速旧表示 特快    系用前面幕 休止品
     通 普    仙台   通 普    仙台     陸前原 町 苦竹 福田町 多賀城 東塩釜 松島海岸    高城町 野蒜 矢本 石巻 普     旧    窓   

         系 広島 下関地域用        用編成番号表示 休止品
  岡山  福山 糸崎  三原  本郷 白市 西条 安芸中野 海田市 竹原 安浦 広 呉 坂 広島  横川 五日市 宮島口 大野浦 岩国  南岩国 由宇 柳井  徳山

  小郡  厚東 宇部 新川 厚狭 小月 下関      専用 古市橋 緑井 梅林 可部 新山口 数表示 各経由表記有 

         系 広島 下関地域用快速    系用編成表示              安芸路       禁煙         休止品
  岡山 快旧 区    東福山 快福山 糸崎 快旧区   三原 快区  区広 旧 呉 広島 快旧 区    岩国 旧区   区 南岩国 区 柳井 徳山 旧区   小郡 旧区   

下関 快旧区  区 新山口 区安浦 区五日市 区 瀬野  旧 快速旧表示             区 区間快速

         系 岡山地域用 呉 呉線経由赤 赤穂線経由  快速      各前面幕 編成幕         休止品
  西明石 姫路 赤  相生 赤  上郡 三石 吉永 和気 万富 瀬戸 播州赤穂 日生 備前片上 長船 西大寺 岡山 呉快   茶屋町 宇野 児島 赤  坂出 高松 多度

津 琴平 観音寺 倉敷 備中高梁 新見 笠岡 福山 赤快   府中 糸崎 赤呉快  三原 赤快  本郷 白市 西条 広島 呉 岩国 呉快 下関 呉竹原 呉安浦 呉広 呉呉

     系 横浜線緑地幕 前面幕各種     
  大船 磯子 桜木町 東神奈川 小机 中山 町田 橋本 八王子  各行先普通 快速 白文字 黒文字  種類収録 他逗子行  

     系  普通 通勤快速 前面幕 列車番号表示     
11/東京(通)･品川(通)･横浜･大船･藤沢･平塚(通)･国府津(通)･小田原(通)･熱海(通)･伊東･逗子･横須賀･新宿･池袋

     系  快速   快     湘＝湘南ﾗｲﾅｰ宿＝新宿湘南ﾗｲﾅｰア＝快速ｱｸﾃｨｰや＝ﾋﾞｭｰやまなし 前面幕 列車番号表示     
11/快宿や新宿･ア湘や東京･ア湘品川･快湘平塚･快国府津･快ア湘宿小田原･ア熱海･や甲府･や小淵沢･ビュー湘南･ビュー鎌倉

         系 高崎線  区 区間快速   快速   前面幕        系用各種     
   赤羽 大宮 熊谷 深谷 本庄 池袋 区    上野 区    籠原 高崎 区    新前橋 前橋 区      三峰口 浦山口

     系 成田      用 幕式 号車表示     
   成田空港 東京 新宿 池袋 大宮 八王子 高尾 横浜 大船 横浜大船

     系 阪和 紀勢 和歌山線 前面幕各種 相矢式     使          
   新大阪 天王寺  新 快区  鳳 快区  和泉府中 快区  東岸和田 快区  熊取 快区  日根野 快区  和泉砂川 快区  和歌山 新 快区  御坊 快  紀伊田辺 快 

  杉本町 羽衣線 紀伊 和歌山市 湯浅 五条 快  普通 快速 区間快速 新快速 運行幕 低運 高運各種

     系 阪和 紀勢 和歌山線 前面幕 相矢式    多数収録 新快速      
   新大阪 天王寺 新快 区  鳳 区  熊取 快区  日根野 快区  区和泉砂川  新快 区 和歌山 快湯浅 快御坊 快紀伊田辺 快白浜   東岸和田 快和泉砂川 

和歌山 和歌山市 湯浅 御坊 和佐 紀伊田辺 白浜  周参見 串本 紀伊勝浦 新宮 五条 快 

     系 関西 桜井 奈良線 桜 桜井線経由 前面幕各種 相矢式    収録 運行幕各種     
  新大阪 快  区大阪環状線 湊町 快 区 桜快    難波 快 区  天王寺 快  柏原 王子 桜  奈良 快 区 桜 桜快  木津 快  加茂 快 区  快高田 区高田 桜高

田 区五条 桜五条 奈良方面加茂 快 区   高田 五条 橋本 粉河 桜井 三輪 天理 城陽 宇治 京都 快 桜 



     系 関西 桜井 奈良線  桜 桜井線経由 前面幕 相矢式    多数収録       新旧 種他収録 休止品
  快大阪環状線 大阪 快  奈良 快桜桜快  湊町 快桜桜快  天王寺 快桜桜快  柏原 王子 桜  高田 三輪 桜井 天理 五条 桜桜快  京都 粉河 木津 快  新大阪

 快  快桜井線 湊町 快湊町 五条

         系 福知山 京阪神緩行線        系前面幕 運行幕     
国鉄     草津 京都 高槻 吹田 大阪 快  甲子園口 神戸 須磨 西明石 加古川 新大阪 尼崎 宝塚 三田 新三田 快  広野 篠山口 快 

       塚口 宝塚 新三田 堅田 大久保   宝塚線 塚口 宝塚 新三田 湖西線 堅田 神戸方面 加古川 大久保 京都方面 堅田 草津

     系 福知山 京阪神緩行線 前面幕運行幕     
国鉄     草津 京都 高槻 吹田 大阪 甲子園口 神戸 須磨 西明石 加古川 尼崎 宝塚

       堅田 大久保 姫路 新三田   宝塚線 塚口 宝塚 新三田 湖西線 堅田 神戸方面 加古川 大久保 京都方面 堅田 草津

     系 瀬戸大橋 宇野線 号 号車付 赤 赤穂線経由       及 前面幕各種 休止品
  岡山 快号  高松 快号  宇野 快  

  児島 茶屋町 琴平 観音寺 多度津 上郡 三石 和気 倉敷 糸崎 三原 快赤  広島 下関 播州赤穂 日生 備前片上 長船 備中高梁 新見 赤岡山 赤姫路 赤相

生 関門海峡物語号 下関    号

           系 北海道      系復元国鉄色用北斗北海等 文字       
   北斗札幌 函館     札幌 帯広 釧路 札幌 釧路      札幌 帯広 釧路        札幌 帯広 釧路    札幌   釧路 根室     札幌 稚内 

利尻札幌 稚内      札幌 網走       札幌 函館       旭川 札幌 千歳空港 新千歳空港      旭川 札幌 新千歳空港 札幌 新千歳空港 

           旭川 新千歳空港     札幌 室蘭            札幌   銀河     陸別 北見         号

         系 田町車     
   特急 急行 快速 修学旅行 普通 団体 臨時 試運転 回送 快速          東京 大垣 快速大垣   大垣 快速東京 品川 平塚 大船 鎌倉 逗子 国府津 

小田原 熱海 伊東 伊豆急下田 横川 万座鹿沢口 水上 越後湯沢 松本 信濃大町 白馬 南小谷 長野   快速 大宮仕様 上野 大宮 熊谷 高崎 長野原草津口

     系 大宮車 新前橋車     
              熊谷 桐生 柿崎 直江津 一村一山新宿 上野 土合 越後湯沢 足利藤   新宿 上野 桐生 碓氷上野 横川      上越大宮 石打     

 両毛佐野 石打 効能温泉吾妻新宿 万座鹿沢口 水上上野 水上     横川 草津白根万座鹿沢口 四万草津新宿 万座鹿沢口 嬬恋 草津   大船 万座鹿

沢口 草津長野原草津口 万座鹿沢口 新雪水上 石打 白根長野原草津口 万座鹿沢口   上野 新潟 初詣 快速佐野 足利 桐生 水上 越後中里 越後湯沢 石

打 万座鹿沢口

     系 小山車     
       日光号平塚 千葉 新宿経由  新宿 池袋 上野 日光        舞浜東京 武蔵野線京葉線経由  東京 小金井 鎌倉物語号宇都宮 鎌倉 日光   号宇

都宮 日光 日光横浜 新宿 池袋 東武日光     横浜 新宿 池袋 鬼怒川温泉      日光八王子 東武日光      快速河口湖大宮 河口湖 足利藤 

  号新宿 小山経由  上野 桐生 小山経由  那須散策号平塚 武蔵野線経由  黒磯 武蔵野線経由  黒磯      号上野 黒磯 快速上野 大宮 小金井 宇都

宮 黒磯 日光 新宿 池袋 桐生 特急 快速 団体 臨時

         系 幕張車     
  中央    高尾 八王子 新宿 大月 青梅    青梅 新宿                       新宿 松本 信濃大町 白馬     東京 館山 千倉     東京 

安房鴨川      横浜 新宿 東京 成田空港           安房鴨川 勝浦回 勝浦 安房鴨川間普通            成東         東京 各駅停

車木更津   快速 太海 成田 館山 銚子 安房鴨川 千葉 両国 千倉          上野 池袋 新宿 新潟

         系 豊田車     
        信州 全席指定席 新宿 松本 信濃大町 長野      快速富士山号河口湖 新宿 大宮 小山 宇都宮      快速河口湖号河口湖    東京 新宿 松

本 南小谷 長野    東京 新宿 甲府 小淵沢 快速新宿 立川 奥多摩 八王子 高尾 大月 甲府 小淵沢 大宮 鎌倉 武蔵野線経由  大宮 武蔵野線経由  南越

谷 武蔵野線経由      新宿 松本 信濃大町 白馬 特急 快速 修学旅行 普通 団体 臨時 回送 

       系 白地幕      製品用  先頭車         表示機           
     大阪行 名古屋行 長野行   東京行 上野行 秋田行  新大阪行 出雲市行   岡山行 米子行 松江行 出雲市行 浜田行 益田行    鳥取 

新大阪  大阪 米子 新大阪  大阪       京都 東舞鶴  天橋立  城崎    鳥取  倉吉  米子    米子 小郡  下関     新大阪 大阪 鳥取 米子 大

阪 城崎  浜坂  鳥取 新大阪 香住  鳥取  倉吉       白馬栂池      秋田行 仙台行       神鍋鉢伏      新大阪 鳥取  倉吉       米子 博

多  小倉    益田 米子

       系 黒地幕      製品用  先頭車         表示機           
黒地幕        神鍋鉢伏      白馬栂池     白馬     信濃大町 白馬     西明石 大阪 京都      新大阪 鳥取 大阪 浜坂 大

阪 鳥取 大阪 城崎 大阪 香住 新大阪 大阪 城崎温泉 香住 浜坂 鳥取          大阪 香住 大阪 香住 北近畿 新大阪 城崎 大阪 城崎 回

送 試運転 団体 臨時 臨時        特急 京都 大阪 姫路 城崎温泉 香住       智頭急行経由  京都 倉吉 京都 鳥取     米子 鳥取    

 上郡経由  岡山 鳥取 倉吉    下関 鳥取 小郡 鳥取 小郡 米子      小倉 米子 小倉 益田      益田 米子 米子 鳥取 快速 下関 小

郡 白地幕      南風 高松 高知         松江 小郡 下関    号 関門海峡物語号 快速広島 下関 

       系 未収録列車 休止品
         新宿 池袋 上野 黒磯          新宿  池袋  上野  新潟    会津若松 仙台 福島 郡山 喜多方 会津若松 喜多方        会津若松 

喜多方 会津若松 郡山 快速村上            長岡    野新井 新潟    酒田 新潟 青森白鳥八戸 函館   弘前 青森 八戸普通小湊 浅虫温泉 野

辺地 三沢 八戸      新庄      鉢伏神鍋    大阪 金沢 和倉温泉      信越  信州      立山  立山  雷鳥信越 信州長野 福井 長野 福井

     系 西日本車黒地幕 北近畿                  
  北近畿新大阪 大阪 福知山 豊岡 城崎 城崎温泉     京都 西舞鶴 東舞鶴 小浜     京都 福知山 天橋立         大阪 篠山口 福知山 

臨時 団体      神鍋鉢伏     北近畿              文殊   普通篠山口 福知山 福知山 豊岡 福知山 城崎 福知山 東舞鶴 綾部 東舞

鶴 綾部 福知山 豊岡 城崎 福知山 城崎温泉 豊岡 城崎温泉 試運転 快速       京都 豊岡 城崎 城崎温泉    京都 福知山 西舞鶴 東舞鶴 文殊新

大阪 大阪 天橋立

           系    系未収録列車 休止品
  回送 試運転 団体 臨時 普通青森 普通蟹田 黒磯 仙台       秋田 青森          上野 仙台鉄道 日新星号上野 仙台      蔵王        日光

新緑号 仙台光         号郡山 仙台白虎会津若松喜多方 仙台 会津若松 郡山 仙台   白河 矢吹 須賀川 郡山 松川 福島 藤田 白石 大河原 岩沼 利府 

松島 小牛田 石越 一 関 庭坂 愛子博多 南福岡 二日市 鳥栖 佐賀 肥前山口 肥前浜 多良 肥前大浦 諫早 長崎 有田 早岐 佐世保 久留米 肥前鹿島 湯

江 荒木 銀水 熊本 八代 大牟田直江津 糸魚川 青海 泊 魚津    富山 高岡 金沢 松任 小松 大聖寺 福井 武生 敦賀 米原 芦原温泉 木 本 黒部 近江今

津 長浜 大聖寺 高岡 金沢間快速  福井 富山 金沢間快速  武生 高岡 金沢間快速  七尾 近江塩津

     系 埼京線        線方面       線  直     線直通 埼 埼京線 埼直 埼京線直通 前面幕収録     
   新木場 快通  東京       快通  天王洲    大崎 快通  恵比寿 快通  新宿 快通  池袋 快通      線 快通      線直通 快通 

   転出予定  用    直 新木場    直 東京          天王洲      埼 大崎  埼 恵比寿  埼埼直 新宿  埼埼直 池袋 快速 通勤快速   直 新木場   

直 東京        埼 大崎  埼 恵比寿  埼 新宿  埼 池袋 女性専用車    表示

      系 埼京線    川越線方面 埼 埼京線 埼直 埼京線直通 前面幕 女性専用車    表示収録     
     赤羽 快通  武蔵浦和 快通  大宮 快通  指扇 快通  南古谷 快通  川越 快通  埼京線 快通  埼京線直通 快通     用  埼埼直 赤羽  埼埼直 武蔵浦

和  埼埼直 大宮  埼埼直 指扇  埼埼直 南古谷  埼埼直 川越 快速 通勤快速  埼 赤羽  埼 武蔵浦和  埼埼直 大宮  埼 指扇  埼 南古谷  埼埼直 川越

       系 常磐線  列番     種  編成番号札                     
 前面  側面    上野 松戸 柏 我孫子 取手 成田 常磐線 臨時 団体 試運転 回送  前面   我孫子取手 我孫子成田 成田我孫子 成田取手



       系 中央 総武線  列番     種  編成番号札   習志野   種 三鷹       
 前面  側面    千葉 幕張 津田沼 西船橋 飯田橋 中野 三鷹 武蔵小金井 国分寺 立川 豊田 高尾 中央総武線 中央線 特快豊田 特快高尾

       系 山手線内回     
 前面  側面    東京上野方面 上野池袋方面 池袋新宿方面 新宿渋谷方面 渋谷品川方面 品川東京方面 池袋 大崎 山手線

  方面 下段 山手線 表示    段表示          列番     種  編成番号札          

       系 山手線外回     
 前面  側面    東京品川方面 品川渋谷方面 渋谷新宿方面 新宿池袋方面 池袋上野方面 上野東京方面 品川 田町 試運転 

 方面 下段 山手線 表示    段表示          列番     種  編成番号札          

       系 高崎線    快速    通 通勤快速     
 前面  側面     前橋  通  新前橋  通  高崎  通  本庄 深谷 籠原  通  鴻巣 上野  通  池袋    列番     種 前面 各種高崎線 高崎 両毛線表示  

       系 宇都宮線    快速    通 通勤快速     
 前面  側面     黒磯  通  矢板 宇都宮  通  小金井  通  小山 古河  通  大宮 上野  通   池袋 新宿  列番     種 前面 各種宇都宮線表示  

       系 東海道 横須賀線    快速     通 通勤快速     
 側面     沼津 伊東 東海道伊東線 東海道御殿場線 熱海  通  小田原  通  国府津  通  平塚  通  藤沢 逗子 大船 横浜 品川    東京   御殿場線 御

殿場 山北 前面    東海道線  通  東海道伊東線   東海道御殿場線 御殿場線 横須賀線 列番     種

       系 新宿湘南   高崎線直通     
 側面     大崎 快  新宿経由 前橋 快特  新前橋 快特  高崎 快特  本庄 快  深谷 快  籠原 快特  鴻巣 快 

 前面    高崎線直通 快特  高崎両毛線直通 快特  新宿湘南    快特  列番     種  特 特別快速 快 快速

       系 湘南新宿   宇都宮 横須賀線直通     
 側面     新宿経由 黒磯 快旧  宇都宮 快旧  小金井 快旧  古河 快  大宮 快旧  旧久里浜 旧横須賀 逗子 快旧  大船 快旧 

 前面    宇都宮線直通 快  横須賀線直通 快  新宿湘南    快  列番     種  旧 旧表示快 快速

       系 湘南新宿   東海道線直通     
 側面     品川 快特  大宮 快特  特池袋 特新宿 特大崎 新宿経由 熱海 快特  小田原 快特  国府津 快特  平塚 快特  快品川

 前面    東海道線直通 快特  新宿湘南    快特  列番     種  特 特別快速 通 通勤快速

       系 路線名表示高崎線系 旧 旧表示 旧快 快速旧表示 快 快速 特 特別快速       通 通快     
 前面   側面     高崎線  通  高崎両毛線  通  普通 高崎線直通 旧旧快快特  高崎両毛線直通 旧旧快快特  湘南新宿    快特  列番     種

       系 路線名表示宇都宮 東海道線系 旧 旧表示 旧快 快速旧表示        特 特別快速       通 通快     
 前面     側面     宇都宮線  通  東海道線  通  快速 宇都宮線直通 旧旧快快  東海道線直通 旧旧快快特  横須賀線直通 旧旧快快  列番     種

       系 未使用表示     
側面    横川 伊勢崎 静岡 伊豆急下田 伊豆高原 赤羽 快速池袋 快速新宿 通勤快速 特別快速 団体 側面   高崎吾妻線 大前 万座鹿沢口 長野原草津口 

高崎上越線 水上 沼田 渋川 高崎信越線 信越線 両毛線 桐生 足利 小山 浦山口 三峰口 日光 島田 前面   高崎吾妻線 大前 万座鹿沢口 長野原草津口 高

崎上越線 水上 沼田 渋川 高崎信越線 信越線 横川 両毛線 伊勢崎 桐生 足利 小山 浦山口 三峰口 日光 島田 静岡 伊豆急下田 伊豆高原 赤羽 快速湘南

新宿    通勤快速 特別快速 団体  列番       

       系    表示     
   久里浜 横須賀 逗子 鎌倉 大船 横浜 品川 新宿 東京 津田沼 千葉 姉 崎 木更津 君津 茂原 上総一 宮 大原 佐倉 成田      成田成田空港 通勤

快速逗子 通勤快速東京 通勤快速成田   成東 八街 鹿島神宮 佐原 勝浦

       黒地幕  東京発列車     
       東京 品川 広島 下関 博多    東京 品川 瀬戸東京 品川 高松     東京 品川 熊本 富士東京 品川 大分 宮崎 南宮崎 出雲東京 品川 

   出雲浜田 出雲市      長崎 佐世保     西鹿児島 長崎

       黒地幕  関西発列車     
       京都 新大阪 大阪   新大阪 熊本 日本海大阪 青森 函館    回送      西鹿児島    彗星新大阪 下関 大分 宮崎 南宮崎 都城    大

阪 新潟 銀河大阪 品川 東京   臨時 団体       長崎 西鹿児島       佐世保 熊本     大阪 出雲市            日本海蔵王   

   妙高志賀 試運転            用表示幕

        系 東海道 山陽新幹線         
      東京 三島 静岡 浜松 名古屋 新大阪 広島 博多    修学旅行    博多 博多南      西明石 姫路 岡山 三原 新岩国 小郡 新山口 新下関 小倉

        系 東海道 山陽新幹線         
      東京 名古屋 新大阪 西明石 姫路 岡山 広島 博多 赤   東京 博多

                系 東海道 山陽新幹線         
      東京 品川 三島 静岡 浜松 名古屋 新大阪 姫路 岡山 三原 広島 博多

                系 東海道 山陽新幹線         
      東京 品川 名古屋 新大阪 西明石 姫路 岡山 広島 博多 赤   東京 博多

                系 東海道 山陽新幹線         
      東京 品川 名古屋 新大阪 姫路 岡山 広島 博多 回送 試運転 団体 臨時

          系 東海道 山陽新幹線 西日本車     
   系用      東京 新大阪 岡山 広島 博多      新大阪 西明石 岡山 福山 三原 広島 新岩国 新山口 新下関 小倉 博多 博多南   博多

   系用      東京 品川 新大阪 博多

      系 東海道 山陽新幹線 西日本車     製用     
          東京 品川 新大阪 岡山 広島 博多

                系 東海道 山陽新幹線      製用     
           東京 品川 新大阪 岡山 広島 博多 座席種表示 自由席 日本語 英語 各 両分 指定席 日本語 英語 各  両分

      系 東北新幹線                      
       東京 盛岡    東京 那須塩原 郡山       東京 上野 大宮 那須塩原 仙台 盛岡    上野 大宮 小山 仙台     上野 大宮 郡山 

仙台 八戸

      系 上越新幹線              
     東京 上野 大宮 高崎 越後湯沢    湯沢 浦佐 新潟    東京 上野 大宮 越後湯沢    湯沢 新潟 

           修学旅行

      系 上越 長野新幹線        新             
       東京 上野 大宮 高崎 越後湯沢    湯沢 新潟        愛称部分白地 東京 上野 大宮 越後湯沢 新潟 

   東京 上野 軽井沢 長野

      系 東北 上越新幹線   表示類     
                        自由席表示                        指定席表示    東京 上野 那須塩原 郡山 仙台 盛岡 

高崎 越後湯沢    湯沢 新潟 座席種表示 自由席 指定席各      輌分 

http://penguinmodel.shop-pro.jp/?pid=1764578


     系 東北 上越新幹線      製用     
                                   各 自由席     指定席      階自由席     階指定席   

   行先表示 東京 上野 那須塩原 郡山 仙台 盛岡 高崎 越後湯沢    湯沢 新潟 座席種表示編成分 日英  自由席 指定席  階自由席  階指定席

     系 東北 上越新幹線     製用     
                                   各 自由席     指定席      階自由席     階指定席   

   行先表示 東京 上野 那須塩原 郡山 仙台 盛岡 高崎 越後湯沢    湯沢 新潟 座席種表示編成分 日英  自由席 指定席  階自由席  階指定席

     系 長野 上越新幹線      製用     
               各 自由席     指定席    

   行先表示 東京 上野 高崎 軽井沢 長野 越後湯沢    湯沢 新潟 座席種表示編成分 日英表示各      自由席 指定席

     系 長野 上越新幹線     製用     
               各 自由席    指定席   

   行先表示 東京 上野 高崎 軽井沢 長野 越後湯沢    湯沢 新潟 座席種表示編成分 日英表示各      自由席 指定席

     系 東北新幹線      製用     
            各 自由席     指定席    

   行先表示 東京 上野 大宮 那須塩原 郡山 仙台 盛岡 八戸 新青森 臨時 座席種表示編成分 日英表示各      自由席 指定席

     系 東北新幹線     製用     
            各 自由席     指定席    

   行先表示 東京 上野 那須塩原 郡山 仙台 盛岡 八戸 座席種表示編成分 日英表示各      自由席 指定席

         系 東北 山形 秋田新幹線      製用     
   系用 各 輌分     東京 上野 大宮 福島 仙台 山形 山形新庄 新庄 無表記     東京 上野 那須塩原 郡山

  系用                                           自由席輌数 指定席輌数 

行先表示 各 輌分 東京 上野 那須塩原 郡山 山形 山形新庄 新庄 仙台 盛岡 秋田

     系 上越新幹線      製用     
             各 自由席     指定席      階自由席     階指定席      行先表示 東京 上野 高崎 越後湯沢    湯沢 新潟

座席種表示編成分 各日英表示 自由席       指定席        階自由席       階指定席     

     系 東北新幹線      製用     
              各 自由席     指定席      階自由席     階指定席      行先表示 東京 上野 那須塩原 郡山 仙台 盛岡

座席種表示編成分 各日英表示 自由席       指定席        階自由席       階指定席     

     系 上越新幹線     製用     
             各 自由席     指定席      階自由席     階指定席        行先表示 東京 上野 大宮 高崎 越後湯沢    湯沢 新潟

座席種表示編成分 各日英表示 自由席       指定席        階自由席       階指定席     

     系 東北新幹線     製用     
              各 自由席     指定席      階自由席     階指定席        行先表示 東京 上野 大宮 那須塩原 郡山 仙台 盛岡

座席種表示編成分 各日英表示 自由席       指定席        階自由席       階指定席     

          系 京浜東北線  行先     快速        
側面   大船 磯子 桜木町 東神奈川 鶴見 蒲田 上野 東十条 赤羽 南浦和 大宮 京浜東北線 前面  上記   運行表示 編成番号     各 収録

      系 総武本線 成田線 鹿島線用     
側面  総武線 各駅停車 千葉 四街道 佐倉 八街 成東 横芝 旭 銚子 成田線 成東 東金 大網 外房 東金線 成東 東金 東金 外房線 千葉 内房線 各駅停

車 千葉 姉 崎 木更津 君津 大貫 上総湊 立山 千倉 安房鴨川 回送 試運転

前面  内房線 東金線 外房東金線 東金外房線 内房線 列車番号表示各種 編成番号札         

      系 内房線 外房線 東金線     
側面  内房線 各駅停車 千葉 誉田 大網 茂原 鹿島神宮 大原 勝浦 安房鴨川 東金線 各駅停車 我孫子 千葉 佐倉 成田 成田空港 佐原 香取 銚子 鹿島

線 各駅停車 佐原 鹿島神宮 鹿島         鹿島 成田線 千葉 佐倉 成田 成田 鹿島線 鹿島神宮 鹿島         

前面  総武本線 成田線 鹿島線 成田鹿島線 鹿島成田線 列車番号表示各種 編成番号札         

      系 京葉線  新表示     
側面   東京 南船橋 新習志野 海浜幕張 千葉    蘇我 千葉 快速 東京 海浜幕張 千葉    蘇我 誉田 大網 上総一 宮 勝浦 成東 君津 通勤快速 

東京 上総一 宮 勝浦 成東 君津 前面幕各 収録

      系 京葉線  新表示     
側面   東京 南船橋 新習志野 海浜幕張 千葉    蘇我 千葉 快速 東京 海浜幕張 千葉    蘇我 誉田 大網 上総一 宮 君津 通勤快速 東京 上総

一 宮 勝浦 成東 君津 側面  大網 成東 快速成東 通勤快速成東 側面  快速勝浦 通勤快速勝浦 前面幕各 収録

        系用     
側面  小樽 札幌 倶知安 札幌 長万部 札幌 然別 小樽 倶知安 小樽 長万部 小樽 蘭越 倶知安 長万部 熱郛 蘭越 倶知安 然別 余市 小樽 手稲 札幌 江

別 岩見沢 千歳 新十津川 浦臼 北海道医療大学 石狩当別    里公園    里教育大 新十津川 札幌 浦臼 札幌 新十津川 石狩当別 浦臼 石狩当別 

臨時 快速        札幌   倶知安 長万部 江別 快速        倶知安 札幌 区間快速         江別 

前面  回送 試運転 臨時 団体 普通 快速 区間快速 白幕                   注       

          系用      
側面  東室蘭 室蘭 登別 室蘭 幌別 室蘭 苫小牧 室蘭 小樽 千歳 手稲 札幌 札幌 江別 札幌 岩見沢 札幌 島松 小樽 札幌 札幌 北広島 札幌 千歳 札

幌 千歳空港 星置 苫小牧 快速     旧 小樽   手稲 札幌 新千歳空港   札幌 新千歳空港 快速        小樽   札幌 千歳 千歳空港   苫小牧 江

別 岩見沢 滝川 快速空港     札幌 小樽 千歳空港 快速         小樽     手稲 札幌 岩見沢 滝川 前面         系用    各種

          系用      
側面  小樽     星置 手稲 札幌 北広島 島松 千歳 南千歳 新千歳空港 苫小牧 糸井 登別 幌別 東室蘭 室蘭 江別 岩見沢 滝川 江部乙 旭川 快     

  小樽   手稲 札幌 新千歳空港   札幌 新千歳空港 区快         小樽   手稲 札幌 新千歳空港 江別   岩見沢   滝川   前面         系用各種

      系用      
側面  岩見沢 江部乙 手稲 岩見沢 札幌 新千歳空港 小樽 札幌 札幌 岩見沢 登別 東室蘭 星置 岩見沢 星置 江別 星置 旭川 小樽 江部乙 小樽 千歳 

小樽 岩見沢 手稲 札幌 手稲 江別 手稲 千歳 手稲 新千歳空港 手稲 苫小牧 札幌 江別 札幌 千歳 手稲 滝川 札幌 島松 札幌 北広島 登別 室蘭 苫小

牧 室蘭 苫小牧 糸井 小樽 手稲 札幌 江別 岩見沢 滝川 東室蘭 室蘭 旭川     岩見沢     江別     滝川     旭川 苫小牧 新千歳空港  

   東室蘭 室蘭 糸井 臨時 区間快速         岩見沢   小樽 前面  快速 普通 臨時 回送 修学旅行 区間快速 側面幕    縁取   

   札幌近郊圏新方向幕              
側面  普通 倶知安 小樽     手稲 札幌 江別 岩見沢 千歳 新千歳空港 快速        札幌 倶知安 普 快  快速      小樽 小樽 快 普  

手稲 手稲 快 普  札幌 新千歳空港 新千歳空港 普 快  区間快速         小樽 区快 普  小樽 普 区快      区快 普      普 区

快  手稲 手稲 区快 普  手稲 普 区快  江別 江別 区快 普  江別 普 区快  岩見沢 区快 普  岩見沢 普 区快    快速 札幌 普通 滝川 江部乙 

旭川 苫小牧 糸井 登別 東室蘭 室蘭 浦臼 石狩当別 新十津川 北海道医療大学    里公園    里教育大 蘭越 団体 臨時 区間快速         

滝川 区快 普  滝川 普 区快    系用   系用各前面    快速 快速         系    臨時快速 区間快速 普通 団体 臨時



       系   常磐線白地幕     
側面   上野 松戸 取手 我孫子 土浦 水戸 勝田 快速 上野 土浦 水戸 通勤快速 上野 土浦 水戸 前面    各行先

       系   常磐線青地幕     
側面   上野 松戸 我孫子 取手 土浦 神立 友部 内原 水戸 勝田

側面   試運転 回送 前面    各行先

       系   常磐線 水戸線青地幕     
側面   日立 高萩 大津港     草野 四 倉 久 浜 富岡 原 町 笠間 

側面  小山 下館 前面    各行先

       系 東海道 山陽新幹線  上          
側面 自由席        指定席   指定席車椅子表示      東京      東京      東京      東京      名古屋       新大

阪                                                   試運転    座席種表示 自由席  指定席                           

       系 東海道 山陽新幹線  下          
側面 自由席         指定席    指定車椅子         新大阪      姫路      岡山      広島      博多 

                                                                                   座席種表示 自由席   指定席                  

          

       系 東海道 山陽新幹線     
側面 自由席         指定席    指定車椅子       博多      東京 自由席         指定席   指定車椅子         名古屋 自由席   

      指定席   指定車椅子         名古屋       広島 自由席          指定席   自由車椅子         小倉       博多

種別表示                                  座席種表示 自由席   指定席                            

   国鉄型車輌用追加列車                      系用     
   踊 子  周年記念号東京 伊豆急下田   河津桜    千葉 伊豆急下田 踊 子        号千葉 伊豆急下田 初詣 種         舞浜号       信

州 白馬 新宿    秋            快速河口湖河口湖 自由席  指定席           郡山 会津若松         号 上野 青森   足利藤  

  上野 桐生 種 新宿 上野 桐生     快速河口湖 河口湖 大宮 那須散策号黒磯 鎌倉物語号 宇都宮 鎌倉     横浜 日光横浜    鎌倉号 春 

   号       号     舞浜東京号               十日町雪   号           奥多摩号 大宮 奥多摩 前面幕各  

       系中央線  各駅停車 青梅快速 通勤特快 通勤快速     快速河口湖     
側面    各駅停車東京 中野 三鷹 武蔵小金井 立川 豊田 高尾 青梅 青梅特快東京 青梅 通勤特快東京 通勤快速豊田 高尾 大月 河口湖    青梅    

 快速新宿 河口湖 前面幕     上記 他 種別       列車番号 原則          改正     選択        運用両方収録    

       系中央線  快速 中央特快     
側面    快速東京 新宿 三鷹 武蔵小金井 国分寺 立川 豊田 八王子 高尾 大月 河辺 青梅 拝島    武蔵五日市   高麗川    箱根 崎    中央特快東京 

高尾 大月 河口湖   前面幕     上記 他 種別       列車番号 原則          改正     選択        運用両方収録    

       系中央線  種別無      快速             
側面    三鷹 武蔵小金井 国分寺 立川 豊田 八王子 高尾 大月 河口湖    拝島 河辺 青梅 御嶽    奥多摩    武蔵五日市   高麗川    箱根 崎       

 快速    新宿    奥多摩        快速    新宿    武蔵五日市   

前面幕     上記 他 種別  及  段表示     列車番号 原則          改正     選択        運用両方収録    

       系京浜東北 根岸線     
側面    各駅停車 京浜東北線 京浜東北根岸線 大船 磯子 桜木町 東神奈川 鶴見 蒲田 上野 東十条 赤羽 南浦和 大宮 快速 京浜東北線 京浜東北根岸

線 大船 磯子 東神奈川 蒲田 東十条 南浦和 大宮 前面幕各 輌分予備無 列車番号表示  種各 輌分

          系 黒地幕  東海道 山陽 赤穂線  前面  行先表示 使用  場合  側面幕   輌分          
  大垣 米原方面大垣 長浜 米原方面長浜 米原 野洲 京都方面野洲 草津 京都方面草津 京都 大阪 西明石 加古川 神戸方面加古川 姫路 網干 姫路方面網

干 上郡 姫路方面上郡 播州赤穂 姫路方面播州赤穂 快速 大阪   河瀬 安土 京都方面安土 大津 高槻 神戸 須磨 相生 備前片上 姫路方面備前片上 岡山 

  宇野   快速 姫路 福崎 快速 福崎 寺前 快速 寺前 前面種別幕

          系 黒地幕  湖西 草津 福知山 山陰線  前面  行先表示 使用  場合  側面幕   輌分          
  草津 京都方面貴生川 京都方面柘植 草津線 貴生川 草津線 柘植 湖西線 堅田 湖西線 近江舞子 湖西線 近江今津 湖西線 永原 湖西線 快速近江今津 

湖西線 快速永原 京都方面永原 京都方面近江今津 新三田 篠山口 亀岡 園部 福知山 快速 篠山口 快速 京都 快速 園部 快速 福知山   広野 胡麻 綾部 

豊岡 城崎 城崎温泉 宮津 天橋立 西舞鶴 東舞鶴 快速 東舞鶴     快速 西舞鶴      京都      園部      胡麻      綾部      福知山      福

知 山      篠山口      篠 山 口      谷川      豊岡      城崎      城崎温泉      西舞鶴      東舞鶴      快速福知山      快速綾部  

    快速東舞鶴 前面種別幕

          系 黒地幕  阪和 紀勢線     
   快速 天王寺 快速 日根野    快速新大阪 天王寺   区 新  杉本町 鳳 快 区  日根野 区  和泉府中 快 区  東岸和田 快 区  熊取 快 区  和泉砂川 快 

区  紀伊 和歌山 快 区 新    和歌山市 湯浅 御坊 和歌山方面御坊 快速御坊 快速和歌山方面御坊     線和佐 紀伊田辺 和歌山方面紀伊田辺 快速和

歌山方面紀伊田辺 白浜 快速白浜 周参見 串本 紀伊勝浦 新宮 和歌山方面新宮 羽衣線 五条 快速五条   難波

      系                黒地幕     
        京都 新大阪 天王寺 和歌山 新宮 紀伊田辺 白浜 周参見 紀伊勝浦           京都 新大阪 天王寺 和歌山 新宮 白浜      京都 白浜 

        大阪 新宮         天王寺 和歌山          大阪 加茂   難波 木津        姫路 南小谷      大阪 信濃森上 臨時

      系            
           旧      上野 種 水戸 勝田 日立 高萩 平     原 町 相馬 仙台

新     指定席  自由席   上野 種 勝田     原 町 仙台 特急表示 禁煙車表示

      系                     
           新    指定席  自由席   水戸 高萩              新 旧 指  自     上野                 指     上野 

勝田          新 旧 指  自   上野 土浦 勝田 高萩    特急表示 禁煙車表示

      系用     
            踊 子 大宮 池袋 新宿 東京 品川 熱海 伊東 伊豆急下田          踊 子 日光号 特急 湘南                      臨時 団体

          系 京葉線     
   東京 新木場 南船橋 新習志野 海浜幕張 千葉    蘇我 君津 本田  千葉 京葉線 京葉内房線 京葉外房線 快速 東京 新木場 海浜幕張 千葉    

蘇我 君津 誉田 上総一 宮 通勤快速 東京 君津 上総一 宮 該当全面行先表示 運用番号表示  種 編成番号札 種

      系 有明                        
  有明 博多 西鹿児島   有明 門司港 小倉 熊本 水前寺 肥後大津 八代 水俣       門司港 小倉 博多 熊本 西鹿児島     門司港 小倉 博多 鳥

栖 佐賀 肥前山口 諫早 長崎 有明      博多 熊本 西鹿児島          博多 長崎       博多 鳥栖 肥前山口 早岐 佐世保        博多  

       普通 佐世保          博多 佐世保

      系                             
       博多 門司港 小倉 大分 佐伯 宮崎 南宮崎 宮崎空港 別府           別府 博多            博多 宮崎空港          

博多 宮崎空港      博多 小倉 大分 佐伯      延岡 南宮崎 宮崎空港      博多 小倉 門司港           博多 南宮崎 宮崎空港     

          博多 宮崎空港           博多 門司港           延岡 宮崎 南宮崎 宮崎空港



      系 有明                   方向幕 無 車輌       輌編成 対応        
  有明 門司港 小倉 博多吉塚 博多 博多 熊本  普通  熊本 水前寺 武蔵塚 光 森 肥後大津 八代 水俣 西鹿児島     門司港 小倉 博多 熊本 八

代 西鹿児島        門司港 小倉 博多 熊本 新八代 鹿児島中央         博多 西鹿児島     門司港 小倉 博多 佐賀 肥前山口 長崎   

  博多 早岐 佐世保 臨時 熊本 長崎 普通 熊本 大小 号車及 座席種表示 各種 輌分  収録      

      系                    方向幕 無 車輌       輌編成 対応        
       博多 小倉 門司港 別府 大分 佐伯 宮崎 南宮崎 西鹿児島          博多 南宮崎 宮崎空港             博多 南宮崎 宮崎空港

           博多 小倉 門司港 宮崎 南宮崎 西鹿児島          博多         門司港      博多 直方      博多 門司港   

   川内 国分 西鹿児島 大小 号車及 座席種表示 各種 輌分  収録      

      系 神戸線     
  大阪 尼崎 甲子園口 神戸 須磨 西明石 大久保 加古川 姫路 神戸方面 大久保 加古川 東西線経由 尼崎 甲子園口 神戸 須磨 西明石 大久保 加古川

側面種別幕各 輌分 普通 青 桜桃色  快速 青 桜桃色  区間快速 緑 黒 前面行先各 輌分 前面種別各 輌分 側面種別 同内容 運用番号 基本 付属 

      系 京都線 琵琶湖線 湖西線     
  大阪 吹田 高槻 京都 大津 草津 野洲 安土 彦根 米原 長浜 京都方面 草津 堅田 湖西線 堅田 近江舞子 近江今津     永原

側面種別幕各 輌分 普通 青 黒  快速 青 黒  新快速 青 区間快速 黒 前面行先各   輌分 前面種別各 輌分 側面種別 同内容 運用番号 基本 付属 

      系 学研都市線     
  京橋 放出 四条畷 長尾 松井山手 京田辺 同志社前 木津 奈良 東西線経由 京橋 放出 四条畷 長尾 松井山手 京田辺 同志社前 木津 奈良

側面種別幕各 輌分 普通 黄緑 桜桃  快速 黄緑 桜桃  区間快速 緑 黒 前面行先各 輌分 前面種別各 輌分 側面種別 同内容 運用番号 基本 付属 

      系 宝塚線 福知山線     
  大阪 尼崎 塚口 宝塚 新三田 広野 篠山口 谷川 柏原 福知山 京都 亀岡 園部 東西線経由 尼崎 塚口 宝塚 新三田 篠山口 側面種別幕各 輌分 普通

 黄 桜桃 紫  快速 黄 桜桃  区間快速 黄 緑 前面行先各    輌分 前面種別各  輌分 側面種別 同内容 運用番号 基本 付属 

      系 神戸線      製基準     製  前面用 貼付 要現物合  側面用    号車 各 輌分 計 輌分     
  大阪 尼崎 甲子園口 神戸 須磨 西明石 大久保 加古川 神戸方面 大久保 加古川 東西線経由 甲子園口 神戸 須磨 西明石 大久保 加古川 側面種別幕

各 輌分 普通 青 桜桃色  快速 青 桜桃色  区間快速 緑 黒  新快速 青 前面行先各 輌分 前面種別各 輌分 側面種別 同内容 運用番号   種 

      系 京都線 琵琶湖線 湖西線      製基準     製  貼付 要現物合  側面用    号車 各 輌分 計 輌分     
  新大阪 吹田 高槻 京都 大津 草津 野洲 米原 京都方面 草津 堅田 湖西線 堅田 近江舞子 近江今津     永原

側面種別幕各 輌分 普通 青 黒  快速 青 黒  新快速 青 区間快速 黒 前面行先各   輌分 前面種別各 輌分 側面種別 同内容 運用番号   種 

      系 学研都市線      製基準     製  前面用 貼付 要現物合  側面用    号車 各 輌分 計 輌分     
  京橋 放出 四条畷 松井山手 京田辺 同志社前 木津 奈良 東西線経由 京橋 放出 四条畷 松井山手 京田辺 同志社前 木津 奈良

側面種別幕各 輌分 普通 黄緑 桜桃  快速 黄緑 桜桃  区間快速 緑 黒 前面行先各 輌分 前面種別各 輌分 側面種別 同内容 運用番号   種 

      系 宝塚線 福知山線      製基準     製  前面用 貼付 要現物合  側面用    号車 各 輌分 計 輌分     
  大阪 尼崎 塚口 宝塚 新三田 広野 篠山口 谷川 柏原 福知山 東西線経由 尼崎 塚口 宝塚 新三田 篠山口 側面種別幕各 輌分 普通 黄 桜桃  快速

 黄 桜桃  区間快速 黄 緑 前面行先各   輌分 前面種別各 輌分 側面種別 同内容 運用番号   種 

      系 総武 中央線各駅停車     
   千葉 幕張 津田沼 西船橋 御茶 水 飯田橋 中野 三鷹 武蔵小金井 立川 前面幕 編成札 収録

      系 武蔵野線     
  東京 新木場 新習志野 南船橋 西船橋 新松戸 南越 谷 南越谷 東所沢 府中本町 快速 武蔵野線内各駅停車  東京 東所沢 府中本町 快速 東京 府中

本町           東京 東所沢 府中本町 前面幕 編成札 収録

      系 中央線 列車種別表示付幕 各駅停車     
   各駅停車 東京 神田 中野 三鷹 武蔵小金井 国分寺 立川 豊田 八王子 高尾 河辺 青梅 前面幕 編成札 収録

      系 中央線 国鉄時代            組合   再現   列車 広         
   荻窪 特別快速 東京 新宿 豊田 高尾 大月 通勤快速 豊田 高尾 河辺 青梅   特別快速 奥多摩 御嶽 武蔵五日市 前面幕 編成札        収録

      系 中央線 列車種別表示付幕 未収録列車     
   中央特快 新宿 豊田 八王子 青梅特快 河辺 通勤快速 豊田 河辺        快速   号 新宿 御嶽 特快    号 新宿 奥多摩 特快   号 新宿 御

嶽 特快    号 新宿 武蔵五日市   青梅特快 高麗川 武蔵五日市 前面幕 編成札        収録

       系用  号車   号車 各号車     輌分     
特急成田      成田空港 品川 新宿 池袋 大宮 高尾 横浜 横浜 大船 大船 小田原                                           表示 白 赤 

       系 東海道線 側面  輌分 前面 輌分 列車番号表示           改正版  輌分     
普通東海道線 東京 平塚 国府津 小田原 熱海 快速     東海道線 東京 小田原 熱海 通勤快速東海道線 小田原 熱海

       系 京葉線 側面  輌分 前面 輌分 列車番号表示           改正版    輌分     
京葉線各駅停車東京 新木場 南船橋 新習志野 海浜幕張 千葉    蘇我 各駅停車東京 普通西船橋 快速東京 京葉線快速東京 海浜幕張 千葉    蘇我

       系 京葉線 直通快速 前面 輌分 列車番号表示           改正版    輌分     
   京葉線快速内房線直通 君津 外房線直通 誉田 大網 上総一 宮 快速君津 誉田 大網 上総一 宮   各駅停車勝浦   京葉線快速勝浦 快速勝浦   京葉

線快速成東   京葉線快速東金線直通 快速成東

       系 京葉線 直通通勤快速 間合列車 前面   輌分 列車番号表示           改正版    輌分     
   通勤快速東京 君津 上総一 宮 京葉線通勤快速東京 内房線直通 君津 外房線直通 上総一 宮 各駅停車千葉 君津   通勤快速勝浦 京葉線通勤快速勝

浦   各駅停車大網 東金 成東   京葉線通勤快速東金線直通 普通大網 東金 成東   通勤快速成東 京葉線通勤快速成東

        系 白地幕     製品用     
     東京行 上野行 秋田行    大阪行 名古屋行 長野行   新大阪行 出雲市行       京都 東舞鶴 京都 天橋立 京都 城崎 京都 城崎 宮津線

経由  京都 鳥取 京都 倉吉 京都 米子 京都 米子 快速      新大阪 鳥取 大阪 鳥取 新大阪 米子 大阪 米子     新大阪 大阪 鳥取 米子 大

阪 城崎 新大阪 香住 大阪 浜坂 新大阪 鳥取 新大阪 倉吉   下関 米子 小郡 米子       白馬栂池       神鍋鉢伏 試運転 回送      秋田 仙

台      新大阪 鳥取 新大阪 倉吉       博多 米子 小倉 米子     米子 益田

        系 白地幕     製品用     
     岡山行 米子行 松江行 出雲市行 浜田行 益田行     岡山 米子 松江 出雲市 浜田 益田       高松行 松山行 宇和島行      高松行 

松山行 宇和島行      岡山 高松 松山 宇和島   南風高松行 高知行 中村行南風高松 高知 須崎 窪川 中村  南風岡山 高松 高知 中村      

高松 新居浜 松山 宇和島 宇和海松山 宇和島      高知 中村      高松 高知 中村

        系 黒地幕     製品用     
      米子 鳥取     上郡経由  岡山 鳥取 倉吉    下関 鳥取 小郡 鳥取 小郡 米子      小倉 米子 小倉 益田      益田 米子 

米子 鳥取        神鍋鉢伏      白馬栂池     白馬     信濃大町 白馬     西明石 大阪 京都     智頭急行経由  京都 倉吉 

京都 鳥取          大阪 香住 大阪 香住 快速 下関 小郡 大阪 城崎 回送 試運転 団体 臨時 臨時        京都 大阪 姫路 城崎温泉 香

住        新大阪 鳥取 大阪 浜坂 大阪 鳥取 大阪 城崎 大阪 香住 新大阪 大阪 城崎温泉 香住 浜坂 鳥取   北近畿 新大阪 城崎 特急

      系 武蔵野線     



  東京 海浜幕張 新習志野 南船橋 西船橋 新松戸 吉川美南 南越谷 東所沢 新秋津 府中本町 快速 東京 東所沢 新秋津 府中本町          東京 

東所沢 新秋津 府中本町      海浜幕張 新習志野 南船橋 西船橋 大宮      大宮 東所沢 府中本町 八王子

前面幕 南 越 谷 吉川美南      海浜幕張 新習志野 南船橋 西船橋 大宮      大宮 東所沢 府中本町 八王子 他前幕     利用下   

          系 武蔵野線 前面   輌分 運行番号表示 輌分     
    東京 海浜幕張 新習志野 南船橋 西船橋 東所沢 府中本町 武蔵野線 武蔵野線内各駅停車 快速東京 西船橋 東所沢 府中本町     号海浜幕張 新習

志野 南船橋 西船橋 大宮     号大宮 東所沢 府中本町 八王子

   
準備中

     系 東北新幹線              輌分        輌分 指定席    輌分     
     新青森                           東京                     新青森                           東京 

                    仙台                      東京                     新函館北斗 団体 座席種表示         

      系 九州新幹線     
     製     製両方      収録  暫定開業時    博多 熊本 新八代 新水俣 川内 鹿児島中央 全線開業後    博多 筑後船小屋 熊本 川内 鹿

児島中央     博多 熊本 鹿児島中央 新大阪 座席種表示    自由席    指定席                     

       系 山陽 九州新幹線 上     
          新大阪    新大阪    新大阪    新大阪                            博多    新下関    新大阪    新大阪    新大阪        

博多    博多    川内                                                                                 

列車名                       座席種表示    自由席              指定席         

       系 山陽 九州新幹線 下     
          鹿児島中央    鹿児島中央    鹿児島中央    鹿児島中央                                熊本    鹿児島中央    鹿児島中央    

鹿児島中央    鹿児島中央        鹿児島中央    鹿児島中央    熊本                                                            

                 列車名                              座席種表示    自由席              指定席         

     系 秋田新幹線                   輌分 指定席    輌分     
          秋田                     秋田   秋田  東京                      東京       秋田  秋田                秋田   秋田 

  秋田   秋田  東京                 東京   東京   東京   仙台 団体

        系 北陸新幹線           輌分      輌分 指定席  輌分 自由席  輌分     
       長野                                                              東京                                                   

座席種表示    自由席                指定席         

      系 大宮区 踊 子     
  踊 子指定席   輌 自由席  輌 東京 品川 新宿 池袋 大宮 湘南                      湘南     東京 品川 小田原         小田原    

      新宿 特急 踊 子   踊 子指定席  輌 自由席  輌 伊東 伊豆高原 伊豆急下田  踊 子指定席  輌 自由席  輌 熱海 修善寺   東京 品川 小田

原 熱海 伊東

      系 大宮区 高崎線     
          新宿 上野 本庄 高崎 新前橋 前橋    指定席  輌 自由席  輌 新宿 上野 本庄 高崎 新前橋 前橋  草津指定席  輌 自由席  輌 新宿 

上野 長野原草津口 万座鹿沢口 水上指定席  輌 自由席  輌 上野 水上      指定席  輌 自由席  輌 横浜 松本                 鴻巣 古河   

横浜 平塚 国府津 臨時 団体 普通

      系 大宮区 波動用     
            東京 大垣 修学旅行 臨時 団体 臨時快速 臨時特急 回送 普通 快速 上野 新宿 大宮 小山 宇都宮 桐生 高崎 横川 土合 石打 千葉 成

田 青梅 奥多摩 甲府 河口湖 逗子 鎌倉

        系 北陸新幹線            輌分      輌分 指定席   輌分     
         金沢                                                             東京                                        

                指定席         

        系 北陸新幹線            輌分      輌分 指定席  輌分 自由席  輌分     
         金沢                                                            東京                                長野    

                        指定席           自由席            

        系 北陸新幹線    他        輌分      輌分 指定席  輌分 自由席  輌分     
       金沢                                          富山                                     

   指定席           自由席                      設定時 不足    

       福井        敦賀        福井        敦賀       福井       敦賀       上越妙高       高崎

      系 関西地域国鉄幕                収録 快速 普通 臨時 団体     
    快 永原 近江今津 近江舞子 堅田 京都 宇治 奈良 大阪 新三田 篠山口 谷川 福知山 豊岡 城崎 岡山 宇野 普 永原 近江今津 近江舞子 堅田 京都 

草津 貴生川 柘植 宇治 奈良 天理 大阪 新三田 篠山口 谷川 福知山 豊岡 城崎 姫路 網干 相生 播州赤穂 備前片上 上郡 岡山 宇野 臨時 団体

ペンギンモデルＮ用前面幕シール



         系九州地域用     
前面幕各 両分 徳山 防府 四辻 小郡 宇部岬 宇部新川 厚東 宇部 小野田 下関 苅田 行橋 新田原 宇島 中津 今津 柳 浦 宇佐 中山香 杵築 日出 亀川 別府 大分 

幸崎 臼杵 佐伯 門司港 門司 小倉 八幡 折尾 遠賀川 海老津 赤間 東郷 福間 博多 南福岡 二日市 原田 基山 鳥栖 久留米 荒木 羽犬塚 瀬高 銀水 大牟田 荒尾 熊

本 川尻 八代 佐賀 肥前山口 肥前浜 多良 肥前大浦 長崎 早岐 佐世保 以上   字有無  種類  普通 快速 急行 臨時    字有   大神 玉名 日奈久 肥前鹿

島 諫早 武雄温泉          編成番号 無作為 収録    低窓車用         用 有         各 両分      電車 臨時         種類

     系     関東地域用     製        系      製    系        製鉄     系     製    系 対応     
前面幕各 両 東京 御茶 水 新宿 中野 高円寺 荻窪 三鷹 武蔵小金井 立川 日野 豊田 八王子 浅川 高尾 相模湖 拝島 武蔵五日市 青梅 御嶽 氷川 奥多摩 前面幕

各 両 府中本町 新松戸 府中本町 西船橋 臨時 団体専用 無地白幕 列車番号表示 編成番号 無作為 収録       各 両 特別快速 臨時高尾 相模湖  種  特快 

     種  特快     種  特快     特快        号 府中本町 大宮  総武中央線各停 窓用表示札各 両 特快 冷房車 立川 浅川 拝島 武蔵五日市 

   上誤乗防止       両 総武中央線各停

     系     他関東地域用     製        系      製    系        製鉄     系     製    系 対応     
前面幕各 両分 高尾 立川 三鷹 荻窪 高円寺 中野 新宿 飯田橋 御茶 水 両国 市川 下総中山 西船橋 船橋 津田沼 幕張 稲毛 千葉 木更津 成田 館山 山手 前面幕

各 両分 尻手 浜川崎  種  川崎 登戸 稲城長沼 鶴見線 鶴見 海芝浦 鶴見 弁天橋 鶴見 扇町 鶴見 浜川崎 鶴見 武蔵白石 大宮 南浦和 赤羽 東十条 鶴見 桜木

町 磯子 洋光台 大船 小田原 品川 池袋 赤羽  種  臨時 団体専用 白幕 列車番号表示 編成番号      収録       各 両分 快速 中野 木更津  中野 成

田  快速青 海 快速 南武線  快速     京浜東北線 総武御嶽号 窓用表示札各 両分 冷房車   上誤乗防止       両分 京浜東北線

     系 関西地域用     製        系      製    系        製鉄     系     製    系 対応     
前面幕各 両 大阪環状線 環状 大阪   京橋   森 宮 天王寺   大阪 天王寺 桜島線 西九条 桜島 桜島 西九条 桜島 天王寺 片町線 片町 放出 住道 四条畷 長尾 片

町 住道 片町 四条畷 片町 長尾 柏原 湊町 柏原 天王寺 王子 湊町 王子 天王寺 奈良 湊町 奈良 天王寺 快速奈良 天王寺 快速奈良 湊町 天王寺  杉本町 鳳 和

泉府中 東岸和田 東貝塚 熊取 日根野 長滝 和泉砂川 紀伊 和歌山     区間快速     普通 臨時 団体専用 列車番号表示 編成番号 無作為 収録 窓用表示

札各 両 冷房車    上誤乗防止      両分 前面分 関西線

     系 山手線 未使用 中央線系 幕 KATO･Micro Ace 製品両対応     
前面幕各 両 山手線 山手線 品川 田町 上野 田畑 池袋 大崎 新宿 荻窪 八王子 豊田 高尾 拝島 武蔵五日市 河辺 青梅 御嶽 奥多摩 赤羽線 赤羽 特快東京 特快

新宿 特快豊田 特快高尾 特快武蔵五日市 特快御嶽 特快奥多摩 臨時  輌分 回送 試運転 山手線編成番号札           運行番号表示各種組合 可能

     系 南武線 京浜東北線 KATO･Micro Ace 製品両対応     
前面幕各 両 立川 稲城長沼 登戸 武蔵溝 口 武蔵中原 矢向 川崎 団体 尻手 川崎新町 尻手 浜川崎 大船 磯子 桜木町 東神奈川 鶴見 蒲田 上野 東十条 赤羽 南

浦和 京浜東北線  京浜東北線 行先 快速 収録 南武線 京浜東北線編成番号札 運行番号表示各種組合 可能 南武線黄色地号車札収録

種別表示 両 京浜東北線 京浜東北線 南武線

     系 中央総武緩行線 武蔵野線 KATO･Micro Ace 製品両対応     
前面幕各 両 千葉 幕張 津田沼 西船橋 御茶 水 飯田橋 中野 三鷹 武蔵小金井 立川 東京 海浜幕張 新習志野 南船橋 西船橋 新松戸 南越谷 東所沢 新秋津 府中

本町  武蔵野線 該当行先 快速          収録 総武線武蔵野線編成番号札武蔵野線  編成番号 運行番号表示各種組合 可能

種別表示 両 各駅停車 各駅停車       武蔵野線

     系 横浜線 緑地幕     前面幕 収録      KATO･Micro Ace 製品両対応     
前面幕各 両 逗子 大船 磯子 桜木町 東神奈川 小机  段  中山  段  町田  段  橋本  段  八王子  段  横浜線    表示 根岸線経由 逗子 横浜線 大船 磯

子 桜木町 東神奈川 小机 中山 町田 橋本 八王子 快速表示 収録 種別表示 両 横浜線 横浜線 快速 白幕 横浜線編成番号札 運行番号表示各種組合 可能

ペンギンモデルＮ用ヘッドマークシールＫ=変換装置対応 Ｔ=TOMIX 対応 Ｍ=ﾏｲｸﾛｴｰｽ対応 各社共通=区別無し 旧=旧製品



       系用  数種類    文字     絵入     両方 収録   輌分     
         有明                   種      種               種                       南紀 種   

             白鳥         種         日向            北斗 種 北海 種                       雷鳥  

              北     名鉄               系製品  使           利用     

          系用      輌分     
                     富士                                                   新雪             絵  試

運転

          系     用文字       輌分     
雷鳥                                          日向 北越 加越 白鳥 白山                    会津       

              有明               夕月 臨時     新雪                       

          系非貫通用文字     旧  旧  輌分     
                赤青反転  試                                                白山       新雪 新雪   

   急行妙高      雷鳥 北越 加越       白鳥 雷鳥 北越 加越             日向          日向     有明               特

急 急行 試運転 回送  快速 普通 団体 臨時 

          系貫通用形文字      輌分     
白鳥                                       新雪      新雪      白山          急行妙高      北越 雷鳥  

              日向             有明 特急 急行 快速 普通 臨時 試運転 回送

          系用文字       絵入    輌分     
                        雷鳥           絵                彗星 明星 金星 月光         有明       以上文字

           上越      蔵王      妙高 志賀            銀河 急行 臨時          白鳥 普通 日本海

          系貫通形用絵入     輌分     
                                     鳥海                白山                 信越 新雪 白鳥 北越  

                          加越      雷鳥  雷鳥        北近畿  有明                

      系電車用     輌分     
     踊 子       湘南      谷川  白根     新幹線   号  新特急 谷川 草津         新特急 谷川 草津  種     種     

水上                       高崎                   急行伊豆           上越      草津万座 日光 急行

   急行形電車用 上越 東北 房総地域 各社共通  輌分     
濃緑枠      越後 越路 佐渡 弥彦 準    準     藍枠      越後 越路 佐渡 弥彦                    準         

    赤枠 日光     湘南日光 準湘南日光 中禅寺 準中禅寺   房          外房 内房 犬吠 水郷 鹿島 各 種

    急行形電車用 中央東線地域 各社共通  輌分     
小型                上高地 赤石 天竜 白樺 白馬 穂高 中型                         絵入                 新幹

線   号 成田山初詣     立川     快速 西   路号      号 種 内房号     号 種 甲州号    狩 号    鎌倉号 前面幕  

    急行形電車用 関西 山陽地域 各社共通  輌分     
青枠            安芸 準伊吹 関門 種 鷲羽  黄枠 比叡 新快速 無表示 準急形     伊吹 比叡 種 鷲羽  山陽形             安芸 周

防 吉備 山陽     準     前面幕 紀勢線等

    急行形電車用 東海道地域 各社共通  輌分     
国鉄                         準        金星 宮島 準東海 東海 六甲 準臨時               東海 種 東海 富士川   

   富士川 伊那路 種 安曇野                      飯田 伊豆        

    急行形電車用 信越 上州地域 各社共通  輌分     
準    準    準苗場 準    準碓氷小型上州形 草津     奥利根                   小型信越形      丸池 軽井沢 高原 志

賀 信州 妙高         赤倉        種                      大宮    鎌倉 南越後 前面幕

       系電車用 各社共通    輌分     
                伊豆 準急伊豆 特別日光 日光 湘南日光 中禅寺         臨時    第 伊豆              試運転 第 日光 無地

                 各社共通  輌分     
     種      種     種      種         種 瀬戸 富士 種 富士     紀伊 種 出雲 種 銀河        種 出羽 種    

  種      種      種 鳥海 北陸 北斗星     彗星     明星 種 明星     種    種        種     種 日本海 種

       系気動車用      製品用     輌分     
文字                                        南風      本州絵入               種           

                                     若狭    小浜            白馬栂池 白馬     北近畿 味   北近畿 味   

          後文字                        白馬栂池 長野五輪臨時  臨時 通勤     出雲市 米子 四国絵入 国鉄        

     南風 四国絵入 瀬戸大橋開業時                      南風 四国新絵入                宇和海           南風

           系用     製品用   輌分     
    文  新雪 文       文       文       文       文       文       文       文      文     銀嶺 文     銀嶺 文     

  文      踊 子      踊 子                                                                               

                     成田            湘南新宿     急行                            急行妙高      新雪 白根 白根 文     

   白馬      信越      特急 文                                  祭 号         号       信越   妙高号     

    北海道     特急用      輌分     
     高運転台    系非貫通型用          系貫通型用                北斗                                    北海          

                                               利尻                                       新                   

            特急 臨時           初期            初期       小樽博輸送     北斗 前面幕                

          北海道用 各社共通    輌分     
       宗谷     天北          利尻 大雪     礼文       海峡                           対応       宗谷 天北 

利尻 大雪 急行              海峡 臨時 礼文      側          海峡 札幌 旭川 稚内 前面幕 急行 快速 臨時

          北海道用 各社共通    輌分     
        宗谷 国鉄  天北 国鉄      国鉄              北斗星                           夢空間北海道                 貫通 非貫通    

                                     空港                                   北斗星    夢空間           北斗星 北斗星   

    北斗星        夢空間            宗谷 天北 利尻 大雪 急行              海峡 臨時 礼文       前面幕 急行 快速 快速         

           系用絵入     旧  旧  輌分     
            文       文  試運転  鳥海               白鳥                                           

              猪苗代 新雪             白山                北越 能登                 北越   雷鳥        加

越 北越   雷鳥      雷鳥    雷鳥                妙高志賀                    雷鳥信越      信越   北近畿          北近畿 文殊   

                    有明                 

           系用     青森区       向日町       輌分     



                          東北                   花 万博    号       上越      蔵王      臨

時  日本海   東北夏祭    急行              日本海   東北夏祭    急行   立山       雷鳥      越後      軽井沢          

  妙高志賀      野沢苗場  必勝号        甲子園        甲子園 異        団体     明星 彗星 金星  青春                

九州 臨時 試運転      文    文        文     文            月光          回送 

    急行形電車用  北陸地域 各社共通    輌分     
初期大型            立山 加賀 越山 越前 兼六     無表示 後期小型            立山     快速 無表示 

  他         種 加賀百万石博 前面種別幕 準急 急行 団体 訓練車

    急行形電車用  東北地域 各社共通    輌分     
初期大型          種 準急    種 無表示 後期緑羽型 青葉      準急              松島               種   他

 常磐伊豆     国鉄 仙台  前面幕 準急 急行 臨時

    急行形電車用  山陽 九州地域 各社共通    輌分     
九州大型               山陽              有明 玄海 無表示   他 快速 錦江 快速    前面幕 準急 急行 快速 臨時

        絵入         製品用   輌分     
               出羽 北星 北陸 鳥海 北斗星 北斗星           夢空間      富士              出雲 紀伊 瀬戸 銀河 

        彗星 日本海     明星 金星                    日南 中央線

      系座用     文字         用     輌分     
絵入     白馬      妙高志賀      白馬栂池             九州               踊 子 文字              

                                      紀伊 出雲 瀬戸 富士 赤倉 奥飛騨 紀州路 金星 日本海     雷鳥     安芸  

    明星 彗星 北星 北陸 櫻島号 特急 急行 赤  急行 団体 甲子園号 臨時

        絵入           用     輌分     
               出羽 北星 北陸 鳥海 北斗星 北斗星           夢空間      富士              出雲 紀伊 瀬戸 銀河 

        彗星 日本海     明星 金星                    日南 中央線展望車用 夢空間 北斗星 北斗星      

      系座用     文字           用     輌分     
絵入     白馬      妙高志賀      白馬栂池             九州               踊 子 文字              

                                      紀伊 出雲 瀬戸 富士 赤倉 奥飛騨 紀州路 金星 日本海     雷鳥     安芸  

    明星 彗星 北星 北陸 櫻島号 特急 急行 赤  急行 団体 甲子園号 臨時

      系座席車     製用   輌分     
                    急行  踊 子           特急 急行  瀬戸 出雲     回送 臨時       彗星 明星 金星      日本海      

雷鳥 特急 急行  奥飛騨 赤倉 紀州路            臨時       白馬       九州              妙高志賀       白馬栂池  特急 急行 急行 団体 臨時 

      系文字        旧製品用  旧  輌分     
                北星 北陸            富士 出雲 瀬戸          紀伊     安芸  日本海          明星 彗星  櫻島

号 中央線 臨時 特急 急行  特急 急行 臨時 団体 回送  特急 急行 臨時 試運転 回送 

      系絵入        旧製品用  旧  輌分     
 北斗星               北星       鳥海 出羽 北陸 急行            富士 瀬戸 出雲          紀伊 出雲 銀河      日本

海                  臨時          明星 彗星            日南 急行 臨時 団体 

       系 番台用     製品用   輌分     
文字          新雪 白根                                        回送 臨時 団体 特急 絵入                

                                                                                           

                                                 成田      新雪     白根                  白馬      踊 子 

                 信越                                                                  

           系用     製品用   輌分     
 快           信州   妙高号     舞浜        妙高号     快       舞浜 臨時          快      快      信州  快      快   

  快      信州 快速  快     日光号 快       舞浜 快速 臨時  青梅     幕張  中央     幕張                             

                       快             草津白根 快一村一山 快碓氷  快     両毛 快     上越 快嬬恋草津    快効能温泉吾妻 

 修学旅行 快速 団体 臨時                                     団体                            臨時       

                           成田                       白馬                     特急 

       系用      製品用   輌分     
非貫通用                       通勤     高速試験車                                                          

     白馬           白馬           伊那路                  栂池八方        文字          号 五輪臨時 臨時 団体 臨時 団

体 貫通用      伊那路                  栂池八方    文字     号 五輪臨時         臨時 団体          車用     臨時       

     伊那路                                    

                  系貫通形用追加     輌分     
                                   信越 信州        信州                妙高志賀       雷鳥信越              立山      立山 北   

号 緑  北   号 黄  北近畿 新  文殊                    味   北近畿                      黒  臨時 黒  回送 黒  快速 黒  普通 黒    

      北九州          大牟田          南九州           北九州           南九州                 黒                            

                                 

    列車追加             系用  旧  旧  輌分     
           雷鳥      消                          信越      立山 信州 信州               立山              妙高志賀        雪     琵琶湖

周遊    北   号 黄  北   号 緑  臨時 黒    北近畿          普通 味   北近畿  北近畿 新  文殊          黒                        

                   北九州          大牟田       黒                                           南九州                

                                 南九州  

    列車追加                系用  旧  旧   輌分     
   系用     白鳥 普通           野             北越      消                        野 快速                     猪苗代    

   臨時 団体        号    鎌倉号    系用     水上 草津 草津白根  特急      高崎 特急            特急        特急           踊 

子 普通 紺地                   首都圏     系用 回送 試運転 団体 臨時        光          白虎              蔵王  日光新緑号      急行新星 

水戸観梅                山形    系    号         号    系     用    収録

    新仕様    系用  数種類    文字     絵入     両方 収録     輌分     
         有明                   種      種               種                       南紀 種   

             白鳥         種         日向            北斗 種 北海 種                       雷鳥  

              北     名鉄  種      臨時 種    球場観客輸送  旧製品     系  使          利用     

       系     用絵入  東日本    輌分     
         鳥海           蔵王                    新      白山 能登         種 急行 訓練車

       系     用絵入  北陸列車    輌分     



白鳥 北越       加越  雷鳥 種      雷鳥 臨時雷鳥       種 急行          信越        種       雷鳥信越       妙高志賀

       系     用絵入  九州 関西圏      輌分     
                 有明                                                 種             種           臨時

             御三家      輌分     
機関車用                   東京 踊 子           踊 子  種                             種                        赤倉  

種                   東京  種                      紀州路        赤倉 赤倉 奥飛騨          赤倉          赤倉志賀          

  側面方向幕   臨時 団体 団体専用                   赤倉志賀           東京    

           系用     製品用   輌分     
 日光      那須散策号      快速河口湖  黒磯      号 文字  足利藤    文字  日光            日光号 日光   号        舞浜 鎌倉

物語号  黒磯      号 足利藤         足利藤        初詣 文字   妙高号                信州        舞浜号  快速      快速河口湖 臨時 

          急行        世紀          年       踊 子 踊 子  周年記念号            河津桜         秋        第   回旅     

  臨時 団体  水上 草津 草津白根 草津白根 黒   四万草津 修学旅行 初詣 足利藤     番代用 初詣  臨時 団体 特急 

    列車追加                系用     輌分     
   系用 喜多方              仙山      東日本    号       水戸観梅     仙山   号       義経           花見山号       日光新緑

号        水戸観梅号       水戸観梅号       水戸観梅号       水戸観梅号                                           系仙山号

       仙山線全線開通   周年号                           号       水戸観梅号               号        青春 水色  青春 逆   

            修学旅行      団体    系用 急行     十日町雪                                  急行      号 急行   

鎌倉号 急行春    号 急行    舞浜 東京号    系用                

           系用        製用     輌分     
文字                      白根    新雪    銀嶺    銀嶺                    急行     急行妙高 特急 急行 

快速 普通 臨時 団体 試運転 絵入                          白根     新雪                                

                              信越      白馬

           系用        製用     輌分     
文字                                    湘南     中央     幕  快速           信州 幕          

                                       成田 青梅     幕  快速     快速 橙        信州 松        

舞浜号 種          松            草津白根 中央     豊  青梅     豊  絵入    舞浜 快速信州   妙高号 信州   妙高

号 妙高号                                          年       世紀                 踊 子    木

曽       祭 号

           系用        製用     輌分     
文字     日光号       舞浜 鎌倉物語号 日光   号 那須散策号 黒磯     号 日光      修学旅行 初詣 絵入        碓氷  

           効能温泉吾妻      上越      両毛 嬬恋草津    一村一山 足利藤    種 黒磯     号      草津 草津白根 

水上 湘南新宿         快速河口湖 河津桜           初詣 四万草津 修学旅行    秋        十日町雪              

     常磐 那須                        快速富士山

      系客車用  首都圏発西行列車 新仕様製品用  大型  小型     
文字    大型      赤   字         地       黄色地  富士     青地  安芸 出雲 瀬戸 絵入    大型 銀河        玄海 黄

色  玄海 橙色 文字    小型                     地            地       黄色地           黄色地  富士          青地  

       青地  出雲       瀬戸      玄海       

      系客車用  上野発北行列車 新仕様製品用  大    小        
文字    大型         地               地            北星 北陸 急行    竿灯                絵入    大

型   文字    小型         地             地                       地            地              北星 

        急行                                         絵入    小型   

      系客車用  関西圏発北行列車 新仕様製品用  大型  小型     
文字      大型 日本海 日本海 赤文字            白馬栂池      紺色   字      白地       白地 絵入      大型 日本海 日本海 寝台

列車   無         白馬栂池       日本海蔵王     文字      小型 日本海          日本海 赤文字           赤文字                 

       白地           白地      白地         白地       白地          白地 絵入      小型 日本海 日本海 寝台列車   無       

      系客車用  関西 九州列車 新仕様製品用  大  小        
文字    大型           文字    違   彗星 明星     用 絵入    大型      明星 明星 異       明星 異       霧

島 雲仙 日南      日本一周 駅 文字    小型                    異                    絵入時       用  彗星 

       急行         明星 絵入    小型      霧島 雲仙

       系用 装着  先頭車 細  分解 必要      輌分     
        前後           号   号   号   号   号   号   号          前後               前後              

    前後  団体 前後     点灯  

      系寝台車          製品用   輌分     
                 紀伊   彗星  明星        日本海          紀伊 出雲  富士      銀河        北星      北陸  臨時 

 彗星 明星       特急            団体  急行  利尻 宗谷 大雪 天北            急行  臨時  印 文字    

      系寝台車          製品新仕様用   輌分     
                    臨時               富士  出雲   明星  彗星        安芸   日本海      日本海      北斗星   

                  鳥海 出羽  急行            富士 出雲    瀬戸 銀河  瀬戸  特急  明星 彗星     甲子園号       日南 

 櫻島号  急行  印 文字    

              上州地域                     各社共通  輌分     
      号                             碓氷              水上物語        奥利根                  奥利根号        線観賞号   駒子    

復活  周年 高崎線開業   周年 高崎線開業   周年記念号     誕生   周年記念号                      駒子        嬬恋 碓氷   

装着             横川   客車用              水上紀行    内 年代 表      

       系 中央線 各社共通  輌分     
 大形 特別快速 高尾 大月 東京 大月国電直通運転      号     快速観梅号      国鉄            系継承    特別快速   

  特別快速    特別快速        系                      差込式 未挿入 特別快速 特別快速 緑  通勤快速    改正   武蔵野

線  電照式 中央特快 青梅特快 通勤快速 通勤特快     快速    号     快速   号     快速    号

       系気動車用     製品用     輌分     
文字                                            南風      特急北近畿   鉄道 臨時 赤文字  臨時 紺文字  白馬

栂池 絵入                            旧                                       南風         

   白馬栂池    若狭    小浜         白馬     通勤     北近畿 味   北近畿 味                      関門海

峡物語号 下関    号 種           瀬戸大橋開通後                          南風     系登場後                

宇和海           南風

           系用    輌分     



       初期                                                     立山             雷鳥        

月光       金星            明星                 彗星      夕月  有明 一 二画目 長                    

             臨時     彗星 有明       明星 金星  明星         有明      軽井沢      野沢苗場      妙高志賀   

          越後 日本海 向日町  東北夏祭  向日町   銀河 白鳥        甲子園 向日町   急行 向日町    文字    

           系用      製品用   輌分     
文字                           白根    新雪    銀嶺    銀嶺                    急行     急行妙高 

特急 急行 快速 普通 臨時 団体 試運転

絵入                        白根     新雪                                                       

          信越       白馬

           系用      製品用   輌分     
文字                                         湘南     中央     幕張  快速      快速      信州          

                                      成田 青梅     幕張  快速     快速              信州 松本  快速       舞浜  種    

       松本  快速           中央     豊田  青梅     豊田  草津嬬恋

絵入         舞浜 快速信州   妙高号 信州   妙高号 妙高号                                        急行     年      急行

  世紀                    踊 子    木曽       祭 号

           系用      製品用   輌分     
文字     快速     日光号 快速       舞浜 快速鎌倉物語号 快速日光   号 快速那須散策号 快速黒磯      号 日光      修学旅行 初

詣 快速足利藤   

絵入             快速碓氷 快速             快速効能温泉吾妻      上越      両毛 特急嬬恋 草津    快速一村一山 快速足利藤 

          黒磯      号      信越 草津    系  草津白根    系  水上    系  湘南新宿          快速河口湖 河津桜            初詣 四万草津 

修学旅行    秋        十日町雪              快速常磐       那須                        快速富士山

           系用絵入        製品新仕様用   輌分     
            文       文  試運転 文   鳥海               白鳥                                          

              猪苗代 新雪             白山                北越 能登                新 北越   雷鳥       加

越 北越   雷鳥      雷鳥    雷鳥           北近畿          北近畿新 文殊                       有明             

    

           系非貫通用文字        製品新仕様用   輌分     
                赤青反転  試                                                白山       新雪 新雪   

   急行妙高      雷鳥 北越 加越       白鳥 雷鳥 北越 加越             日向          日向     有明               特

急 急行 試運転 回送  快速 普通 団体 臨時 

       系電車用       輌分     
           製品用     回送 試運転 臨時 団体                   踊 子 湘南                  草津 水上  普通 臨時特急 臨時快

速 修学旅行      文字             踊 子 特急 

        製品用    回送 試運転 臨時 団体 普通 特急 臨時特急 臨時快速 修学旅行                              文字        

 各社共通     湘南日光 日光 草津   周年 上州踊 子 編成札           



ペンギンモデルＮ用アクセサリーシール
   号車札 黒     製       

数字       号車各           号車各    号車付大     号車各          号車各    号車付小     号車各          号車各    増     

号車各   増 禁煙車各    

   号車札 青   製       
数字       号車各           号車各    号車付大     号車各          号車各    号車付小     号車各          号車各    増     

号車 女性専用車     号車 各   増    

   首都圏         
    注意         扉車   両分  扉車  両分 戸袋窓広告    緑         扉車  両分  扉車  両分 

   西日本地域         
  注意 左右各       扉車  両分  扉車  両分 戸袋窓広告    青         扉車  両分  扉車  両分 

   東海地域                    
  注意 左右各       扉車  両分  扉車  両分         大    小    戸袋窓広告    緑         扉車  両分  扉車  両分 

   西日本地域優先席 女性専用車 弱冷車       
優先席 大     小     弱冷車   式        式    女性専用車表示 大阪環状線        学研都市線        本実施各線共通     

   九州 四国地域         
九州旧形式用 整列乗車注意         扉車  両分 戸袋広告    緑       九州新形式用   注意  左右各       扉車  両分 

四国     注意       四国半自動  説明      

   汎用表示       
禁煙車一般     禁煙車 長野地域      弱冷房車 大      弱冷房車 小                    白地           後乗前降      

        青  白  各    架線注意     車椅子表示     

   汎用表示        
      立              等         乗車口 種      等 各         手 開  下    種     等 各       禁煙車  種       

 弱冷車小型      基本的 西日本地域 気動車用   

             
       各           仙石線用      川越線用     等用      等用 西日本     等用      等用 東北地域       案内 種各    他       案内表示 種

    特急用      
特急 旧  特急 各     特急指定席 指定席 各     特急自由席 自由席 各     禁煙車      

    急行用サボ     
急行(旧)･急行/各４４４コマ 急行指定席･指定席/各２８４コマ 急行自由席･自由席/各２２０コマ 禁煙車/１５６コマ

    東海道 山陽新幹線     製                製  系用     
自由席(黒地)８６ｺﾏ 指定席(黒地)８６ｺﾏ 自由席(白地)８６ｺﾏ 指定席(白地)８６ｺﾏ 自由席(700 用 LED)英･日各１４ｺﾏ 指定席(700 用 LED)英･日各 3０ｺﾏ 禁

煙車(旧)１２８ｺﾏ 禁煙車(ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ)１７４ｺﾏ 号車表示０系用 1-8 号車各２４ｺﾏ 9-16 号車各２０ｺﾏ 号車表示 1-10 号車各２０ｺﾏ 11-16 号車各１６ｺﾏ

    東海道 山陽新幹線      製                系用     
自由席(白地)１６６コマ 指定席(白地)１６６コマ 自由席(700用 LED)英･日各２６コマ 指定席(700用 LED)英･日各２６コマ 自由席(500用 LED)英･日各１５コ

マ 指定席(500 用 LED)英･日各６０コマ 禁煙車(旧)１３０コマ 禁煙車(ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑ)１７６コマ 号車表示 1-10 号車各２０コマ 11-16 号車各１６コマ

       系東北 上越新幹線                    製    系用     
自由席１０８コマ 指定席１０８コマ 自由席ＬＥＤ１０８コマ 指定席ＬＥＤ１０８コマ 指定席(２階建車用)１１コマ 禁煙車表示１２８コマ

禁煙車マーク１３０コマ 禁煙車マーク新１３０コマ 号車表示 1-16 号車各２４コマ 号車表示(２階建車用)9-10 号車各８コマ

        用号車札 寝台種別表示     
黒地白抜き号車札１～１２号車８コマ 黒地禁煙車表示付号車札１～１２号車８コマ 東583系使用禁煙車表示付号車札１～９号車８コマ 東ブルトレ使用禁煙車

表示付号車札１～１２号車(８～１２号車は各７コマ) ８コマ 禁煙車札１７コマ Ａ寝台４２コマ Ｂ寝台６４コマ Ａ･Ｂ寝台２０コマ Ａ個室２０コマ Ｂ

個室２０コマ Ｂ個室ソロ２０コマ Ｂ個室デュエット２０コマ ロビーカー２０コマ Ａ寝台(青地)４２コマ Ｂ寝台(青地)４２コマ Ｂ寝台ソロ(青地)２０

コマ Ｂ寝台デュエット(青地)２０コマ Ａ寝台(濃緑字)２０コマ Ｂ寝台(濃緑字)４２コマ サロンカー(濃緑字)２０コマ Ａ個室(ﾄﾜｲﾗｲﾄ)４２コマ Ｂ個室

(ﾄﾜｲﾗｲﾄ)４２コマ サロンカー(ﾄﾜｲﾗｲﾄ)２０コマ ロビーカー(北斗星埋込形)６コマ ゴロンとシート１２コマ ゴロンとシートマーク大６コマドア上用８コマ

    西日本地域優先席  特急   携帯電話 注意書  併記         特急     西日本       
優先席 大     小     携帯電話注意書部分 大    小    特急      特急自由席      特急指定席      

    首都圏女性専用車表示     
女性専用車表示     一般           試験導入時埼京線女性専用車表示     

    首都圏          
      黒地   黄色       黒地       色       赤文字           赤文字      水色   付     

         各 丸形 楕円大 楕円小    貼付楕円 角形 前面用   表示各 緑 青 黄色

    首都圏近郊型  窓用       
Ｅ231 系ドアスイッチ案内表示/１１９コマ Ｅ231 系グリーン車用ドアスイッチ案内左右各/１１コマ Ｅ231 系ドアスイッチ案内裏面/１１９コマ Ｅ531 系ドア

スイッチ案内表示/２２８コマ 211 系ドアスイッチ案内表裏各/１１3コマ 211･Ｅ217･Ｅ231･Ｅ531 系用グリーン車デッキ表示裏/７０コマ

    列車番号表示器         系急行列車  実車写真  表示 基本 為 本来 列車番号 運用番号 違 場合       
○４桁表示○犬吠･内房･外房･赤倉銀嶺･東海･伊豆･はまな･金星･せっつ･なにわ･伊吹･比叡･新快速･鷲羽･安芸･山陽･きぼう･こまどり等 各 3コマ

○５桁表示○鹿島･水郷･なぎさ･なすの･佐渡･ゆきぐに･あかぎ･志賀･とがくし･ちくま･アルプス･富士川･東海･いでゆ･長州･宮島等 各 3コマ 全１５５種

    列車番号表示器     系晩年        系     
165 系/ホ快内房号･ホ快あかぎ鎌倉･ホ快ときわ鎌倉号･新幹線リレー号･ムーンライトえちご･大垣夜行･上越線･関西本線･紀勢線等 各 3コマ

113･115 系札タイプ/房総地域･総武-横須賀線･東北本線･高崎線･上信越地域･中央本線･東海道本線･関西圏･岡山/広島/下関地域 各 3コマ 全１４５種

    列車番号表示器         系急行列車 交流 交直流近郊型     
451-457 系/あぶくま･ばんだい･まつしま･ざおう･あづま･みやぎの･ときわ･常磐伊豆･北陸地域急行運用･九州地域急行運用等 各３コマ

415･417･457･711･713･717 系/常磐線（4桁表示もあり）･水戸線･仙台近郊･九州地域編成番号等 各３コマ 全１４０種

    列車番号表示器     系 札     系 札        系    系   表示     
185 系用/番号札表示･ＬＥＤ表示 117 系/中京地区･関西地区･岡山地区･下関地区 各３コマ

115･113 系ＬＥＤ表示/上越線･両毛線･信越線･吾妻線･中央本線･総武本線･成田線･外房線･内房線･鹿島線･東金線 各 3コマ 全１４０種

    首都圏 優先席 新   緑色     
【大】１０８コマ 【小】６０コマ 【大 カラーガラス越し風】１０８コマ 【車椅子】４４コマ 【ベビーカー】４４コマ

    首都圏 優先席 新   青色     
【大】各１２０コマ 【車椅子】４４コマ 【ベビーカー】４４コマ



ペンギンモデルＺＪゲージ用ドレスアップシール
           系非貫通形用        輌分     
          白鳥            鳥海                                                             

  新雪      新               特急     付  文字       列車 文字    収録

           系非貫通形用        輌分     
白山                                            野 北越                 妙高志賀      雷鳥信越  

          立山     立山     信越 信州 信州            加越 雷鳥     雷鳥                 琵琶湖周遊  

  北   号 種                  特急 急行 快速   特急     付  文字       列車 文字    収録

           系非貫通形用        輌分     
北近畿 旧  北近畿 味   北近畿                     文殊                               日向    有明   

                                                                         種         種    

        特急     付  文字       列車 文字    収録

        系客車用        付       用      輌分     
      種      種       種  富士      種 安芸  出雲  瀬戸  玄海 種 銀河       

        系客車用        付       用      輌分     
      種       種        北星  北陸     種 竿灯                  白馬栂池 種      日本海蔵王 駅 急行

        系客車用        付       用      輌分     
 日本海 種             彗星       種  明星 種  霧島  雲仙 日南     

      機関車用        輌分     
                    出雲 紀伊  瀬戸 富士                  富士    

      機関車用        輌分     
               北陸 鳥海 出羽 北斗星     日本海             彗星 明星    明星     彗星            

ペンギンモデルＨＯ用ヘッドマークシール
       系族      

                              鳥海                                     新雪            白山  

        旧       白鳥           北越  加越        雷鳥     雷鳥  北近畿 旧  北近畿 文殊                  

             有明             汎用       蔵王

       系族      

文字                      赤                                         白山      白鳥 北越 加越    

  雷鳥        日向                     有明 臨時 快速      臨時列車     海峡線開業               信越     

  冬  北陸雷鳥号 観梅号         首都圏                                    九州           

       系族      

                                  雷鳥 金星 彗星 明星    有明      銀河 白鳥 日本海 種      越後 文字           

                                               月光 金星 彗星 明星         有明 団体 臨時 回送 試運転 急行  普通 



形式別製品索引表   用            除 

機関車                               

  系
側面行先幕                            

          

  系座席車
側面行先幕                                 

                              

  系寝台車
側面行先幕                          

                              

  系                          

  系
側面行先幕                              

                                             

  客車           

   系 前面行先幕         

   系 側面行先幕
                                                

                    

   系 側面行先幕
                                   

              

   系 側面行先幕
                                               

    

   系 側面行先幕         

   系          

   系                    

   系           

      系                              

   系          

      系
側面行先幕

                                                

        

                                         

       
側面行先幕    

                    

   系
側面行先幕                                

                   

   系
側面行先幕

                                                  

    

          

   系 側面行先幕     

   系
側面行先幕

                                             

         

前面行先幕            

   系 東 側面行先幕    

   系 西 側面行先幕                    

   系 側面行先幕        

       系 側面行先幕          

   系 側面行先幕                                     

   系 側面行先幕     

   系 側面行先幕        

    系 側面行先幕     

    系 側面行先幕
                                   

                             

    系 側面行先幕                                        

   系 側面行先幕                    

   系 側面行先幕     



   系 側面行先幕    

    系 側面行先幕     

   系
側面行先幕                 

          

   系
側面行先幕    

前面行先幕   

   系 側面行先幕    

                           

      系
側面行先幕

                                   

                        

                                        

    系 側面行先幕               

      系
側面行先幕                     

                

   系
側面行先幕          

          

   系
側面行先幕         

          

   系 側面行先幕    

       
側面行先幕               

          

   系 側面行先幕     

   系 側面行先幕          

   系 側面行先幕          

    系                

    系           

    系           

    系                    

     系
側面行先幕                               

               

     系
側面行先幕             

          

     系 側面行先幕    

     系 側面行先幕          

     系           

 系 側面行先幕                    

   系 側面行先幕                         

   系 側面行先幕                    

   系 側面行先幕          

   系 側面行先幕     

   系 側面行先幕     

   系 側面行先幕                         

    系 側面行先幕                         

   系 側面行先幕     

  系 側面行先幕           

  系 側面行先幕                    

  系 側面行先幕     

  系 側面行先幕                    

  系 側面行先幕     

  系 側面行先幕     

  系  系 側面行先幕                    
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