
シリーズ 税込価格

未塗装キッ
ト

¥3,850

未塗装キッ
ト

¥1,210

未塗装キッ
ト

¥1,210

未塗装キッ
ト

¥1,210

未塗装キッ
ト

¥1,210

未塗装キッ
ト

¥1,210

未塗装キッ
ト

¥1,210

未塗装キッ
ト

¥1,210

未塗装キッ
ト

¥1,210

未塗装キッ
ト

¥1,210

■東急電鉄8500系非軽量車各編成を組成・作りこめる未塗装ボディキット

■ボディは一体成形、前面ガラスはHゴム(黒色)印刷済み

■ボディ・屋根・クーラーはグレー成形、前面ガラスはHゴム(黒色)印刷済み

■ヘッドライト（電球色）、テールライト(赤色）、前面種別・行先表示（白色）が点灯のライトユニットが付属(No.10474)

※本製品に動力ユニット、床板、床下機器、台車、パンタグラフ、車両マーク、ステッカー、塗料は付属しません。

　 グリーンマックス・ザ・ストア各店にて別途お求め下さい。

※未塗装キットですので組み立て、塗装が必要です。

※商品の仕様は一部実車と異なる場合があります。

・ボディ（グレー） ・屋根(グレー) ・クーラー(グレー) ・ガラス(前面Hゴム：黒色)

・小物パーツ(No.10474・No.10475・No.10476・No.10481) ・増設扉(No.10477・No.10479・No.10482)

・スカート(No.10474) ・ライトユニット(No.10474) ・組立説明書

■GM　 コアレスモーター動力ユニット（20m級A）  （No.5711）

■GM　 動力台車枠・床下機器セットA-08（TS807＋4136AM）  （No.8491）

■GM　 パンタグラフ　PT42L  （No.5817）

■GM　 RPU-2204クーラー（非軽量車用・8ヶ入り）  （No.8083） [予定品]

■GM　 RPU-2204クーラー（軽量車用・8ヶ入り）  （No.8084） [予定品]

■CP　 東急電鉄8500系/8090系/8590系対応 行先表示ステッカー  （No.18700）

■CP　 貫通幌パーツ 広幅タイプA  （No.16304）

東急電鉄株式会社商品化許諾申請中

東急電鉄8500系（非軽量車）中間車1両ボディキットB 2022年8月

株式会社ジーエムストアー

商品概要
情報更新日

未塗装ボディキット　東急電鉄8500系
情報公開日

2022年3月4日 12:00
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10482

2022年8月

弊社から発売中／発売予定の主な関連商品案内

2022年8月

別売対応品

商品名

東急電鉄8500系（非軽量車）先頭車2両ボディキット

東急電鉄8500系（非軽量車）中間車1両ボディキットC

10474

商品セット構成

2022年8月

東急電鉄8500系は地下鉄半蔵門線相互乗り入れに対応するため、8000系をベー
スに1975年から登場した車両です。製造時期によりコルゲート形状・屋根断面・窓
枠等の形態に差異があります。
2003年からは田園都市線～半蔵門線～東武伊勢崎線（現東武スカイツリーライ
ン）直通運転に伴い、東武線内でも活躍しています。近年は車端部に黄色テープ
が貼付されています。

商品の特徴

商品番号

10477

発売時期

10476

10475 東急電鉄8500系（非軽量車）中間車1両ボディキットA 2022年8月

東急電鉄8500系（非軽量車）中間車1両ボディキットD

東急電鉄8500系（非軽量車）中間車1両ボディキットE

東急電鉄8500系（非軽量車）中間車1両ボディキットF

東急電鉄8500系（軽量車）中間車1両ボディキットA

東急電鉄8500系（軽量車）中間車1両ボディキットB

東急電鉄8500系（軽量車）中間車1両ボディキットC10483

2022年8月

2022年8月

2022年8月

2022年8月

2022年8月



東急電鉄8500系（非軽量車）先頭車2両ボディキット

◇
No.10474 I　　　　　 　　　　　I ■ライトユニット(基盤含む)・スカート(２種)付属

デハ8500 デハ8600

東急電鉄8500系（非軽量車）中間車1両ボディキットA

◇
No.10475 ■配管付き・分割コルゲート車

デハ8700

東急電鉄8500系（非軽量車）中間車1両ボディキットB

◇
No.10476

デハ8700 ■配管付き・連続コルゲート車

東急電鉄8500系（非軽量車）中間車1両ボディキットC

No.10477 ■配管無し・分割コルゲート車・増設貫通扉パーツ付き

デハ8800/サハ8900

東急電鉄8500系（非軽量車）中間車1両ボディキットD

No.10478 ■配管無し・分割コルゲート車・妻面ハシゴ付き

サハ8900

東急電鉄8500系（非軽量車）中間車1両ボディキットE

No.10479 ■配管無し・連続コルゲート車・増設貫通扉パーツ付き

デハ8800/サハ8900

東急電鉄8500系（非軽量車）中間車1両ボディキットF

No.10480 ■配管無し・連続コルゲート車・妻面ハシゴ付き

サハ8900

東急電鉄8500系（軽量車）中間車1両ボディキットA

◇
No.10481 ■配管付き

デハ8700

東急電鉄8500系（軽量車）中間車1両ボディキットB

No.10482 ■配管無し・増設貫通扉パーツ付き

デハ8800/サハ8900

東急電鉄8500系（軽量車）中間車1両ボディキットC

No.10483 ■配管無し・妻面ハシゴ付き

サハ8900

※本製品に動力ユニット、床板、床下機器、台車、パンタグラフ、車両マーク、ステッカー、塗料は付属しません。

　 グリーンマックス・ザ・ストア各店にて別途お求め下さい。

※未塗装キットですので組み立て、塗装が必要です。

※商品の仕様は一部実車と異なる場合があります。

商品セット構成

株式会社ジーエムストアー

商品概要
情報更新日

未塗装ボディキット　東急電鉄8500系
情報公開日

2022年3月4日 12:00



東急電鉄田園都市線

←中央林間 渋谷→

東急電鉄8500系8601編成(2000年頃)

◇ ◇ ◇ ◇

I　　　　　 　　　　　I

デハ8501 デハ8801 サハ8906 デハ0704 デハ8823 デハ8791 デハ8895 サハ8901 デハ8701 デハ8601
(No.10474) (No.10477) (No.10477) (No.10481) (No.10479) (No.10481) (No.10482) (No.10478) (No.10475) (No.10474)

東急電鉄8500系8607編成(2007年頃)

◇ ◇ ◇ ◇

I　　　　　 　　　　　I

デハ8507 デハ8807 サハ8924 デハ8743 デハ8828 デハ0712 デハ0810 サハ8948 デハ8707 デハ8607
(No.10474) (No.10477) (No.10479) (No.10476) (No.10479) (No.10481) (No.10482) (No.10483) (No.10475) (No.10474)

東急電鉄8500系8616編成(2021年頃)

◇ ◇ ◇ ◇

I　　　　　 　　　　　I

デハ8516 デハ8816 サハ8952 デハ8722 デハ8844 デハ8751 デハ8853 サハ8916 デハ8716 デハ8616
(No.10474) (No.10477) (No.10482) (No.10475) (No.10482) (No.10481) (No.10482) (No.10478) (No.10475) (No.10474)

東急電鉄8500系8619編成(2021年頃)

◇ ◇ ◇ ◇

I　　　　　 　　　　　I

デハ8519 デハ8818 サハ8955 デハ8781 デハ8847 デハ8754 デハ8856 サハ8936 デハ8725 デハ8619
(No.10474) (No.10477) (No.10482) (No.10481) (No.10482) (No.10481) (No.10482) (No.10480) (No.10475) (No.10474)

東急電鉄8500系8624編成(2008年頃)

◇ ◇ ◇ ◇

I　　　　　 　　　　　I

デハ8524 デハ8868 サハ8920 デハ0707 デハ8841 デハ8757 デハ8859 サハ8944 デハ8730 デハ8624
(No.10474) (No.10482) (No.10479) (No.10481) (No.10482) (No.10481) (No.10482) (No.10480) (No.10475) (No.10474)

※スカート無し先頭車の製作には連結器周辺の加工が必要です。

※準軽量車(半軽量車)の製作は軽量車の屋根塗装で再現します。

※商品の仕様は一部実車と異なる場合があります。

商品の特徴(細部)

商品セット構成(編成例)

株式会社ジーエムストアー

商品概要
情報更新日

未塗装ボディキット　東急電鉄8500系
情報公開日

2022年3月4日 12:00
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