
 

 

（共同リリース） 

報道関係各位 

２０１６年６月１日 

株式会社ジェイアール東日本企画 

株式会社小学館集英社プロダクション 

株式会社タカラトミー 

 

ついに！ＪＲ西日本とＪＲ九州の車両が 

「新幹線変形ロボ シンカリオン」に変形！ 

さらに、あの“やまちゃん”が歌うシンカリオンのテーマソングも完成！ 
3機のプラレールは9月下旬発売予定！ 

 

株式会社ジェイアール東日本企画（代表取締役社長：原口宰/所在地：東京都渋谷区）、株式会

社小学館集英社プロダクション（代表取締役社長：都築伸一郎/所在地：東京都千代田区）、株式

会社タカラトミー(代表取締役社長：H.G.メイ /所在地：東京都葛飾区)は、２０１５年に発表し

た３社原案キャラクターコンテンツ「新幹線変形ロボ シンカリオン」について、日本の東西をつ

なぐ新幹線である７００系をモチーフにした「シンカリオン７００のぞみ」、「シンカリオン７０

０ひかりレールスター」、Ｎ７００系をモチーフにした「シンカリオンＮ７００みずほ」、３機同

時公開いたします。さらに、今回発表される３機は合体することで「シンカリオン トリニティー」

へと変形します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 シンカリオン７００のぞみ 

 シンカリオン７００ひかりレールスター                シンカリオンＮ７００みずほ 

 

©プロジェクト シンカリオン ＪＲ西日本商品化許諾申請中 ＪＲ九州承認済 



｢シンカリオン７００のぞみ｣と「シンカリオン７００ひかりレールスター」は、ＪＲ西日本の

新幹線７００系をベースにデザインされたシンカリオンとなり、そしてもう 1 機「シンカリオン

Ｎ７００みずほ」は、ＪＲ西日本とＪＲ九州の新幹線Ｎ７００系をベースにデザインされたシン

カリオンとなります。タカラトミーは『プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン７００のぞみ」』、

『プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン７００ひかりレールスター」』、『プラレール「新幹

線変形ロボ シンカリオンＮ７００みずほ」』を９月に発売することを決定しました。合体という

新たな要素が加わり、さらなる広がりを見せるシンカリオンの世界、今後の展開にもご期待くだ

さい。 

 

■新幹線変形ロボ「シンカリオン７００のぞみ」設定 

車両モードは「７００系のぞみ」。 

１９９７年に登場した、スピードと快適さを両立した新幹線７００系をベースに開発されたバ

ランスタイプのシンカリオン。車両の総合性能を活かしどんな場面でも活躍できる。「Shinca」と

いう架空のＩＣカードをモチーフにした「シンカブレード」を自在に操る剣の使い手。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新幹線変形ロボ「シンカリオン７００ひかりレールスター」設定 

車両モードは「７００系ひかりレールスター」。 

山陽新幹線を走る７００系ひかりレールスターをベースに開発されたシンカリオン。武器は踏

切をモチーフにした「カンカンガン」で、遠距離からの正確無比な狙撃で仲間をサポートする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■新幹線変形ロボ「シンカリオンＮ７００みずほ」設定 

車両モードは「Ｎ７００系みずほ・さくら」。 

新大阪から鹿児島中央までを走る山陽・九州新幹線Ｎ７００系みずほ・さくらをベースに開発

されたシンカリオン。武器は動輪をモチーフにした「ドウリンハンマー」で、自慢のパワーを活

かした攻撃を得意とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新幹線変形ロボ「シンカリオン トリニティー」設定 

「シンカリオン７００のぞみ」「シンカリオン７００ひかりレールスター」「シンカリオンＮ７

００みずほ」が合体する最大の大きさを誇る史上初の３体合体シンカリオン。 

その性能はまだ謎に包まれているが、トップクラスの性能と噂されている･･･。 

 

合体には、以下の３つのモードが存在している。 

 

●「シンカリオン７００のぞみ」を中心に合体したモード[右図] 

シンカリオン トリニティーＮ（ネオ） 

 

●「シンカリオン７００ひかりレールスター」を中心に合体したモード 

シンカリオン トリニティーＨ（ハイパー） 

 

●「シンカリオンＮ７００みずほ」を中心に合体したモード 

シンカリオン トリニティーＭ（メガ） 

 

 

 

                             シンカリオン トリニティーＮ
ネオ

 

 

 

 

 



■テーマソング「チェンジ！シンカリオン」が完成！ 

 シンカリオンのテーマソングを歌ってくれたのは「やまちゃん」の愛称でお馴染みの山寺宏一

さん。 

山寺さんは「僕は宮城県出身で、はやぶさが大好きです。それがロボットになるとはじめて聞

いたときはとてもびっくりましたし、嬉しかったです。そしてそのシンカリオンのテーマソング

を自分が歌うことになるとは思わなかったので、本当に嬉しいです。シンカリオンのかっこよさ

を表現するために一生懸命歌いました。カッコイイ曲に仕上がりましたので、是非皆さんにも覚

えて、一緒に歌っていただきたいです。」とシンカリオンへの思いと、主題歌を担当する喜びを

コメントしてくれました。 

主題歌「チェンジ！シンカリオン」は、「新幹線変形ロボ シンカリオン」の公式ホームページ

から視聴可能、是非ご覧ください。 

 

楽曲概要   

・楽曲名 ：「チェンジ！シンカリオン」 

・歌手   ： 山寺 宏一 

 

 

 

■小学館「てれびくん」にて、シンカリオンに関する記事が連載中！ 

日本一のヒーロー雑誌 小学館『てれびくん』には、２０１５年から継続して最新のシンカリ

オン情報や関連商品情報が掲載されており、今後は｢シンカリオン７００のぞみ｣、「シンカリオン

７００ひかりレールスター」、「シンカリオンＮ７００みずほ」それぞれの情報も掲載予定です。 

 毎月１日ごろ発売の『てれびくん』をぜひお見逃し無く！ 

 

 

 

 

 



■「シンカリオン７００のぞみ」「シンカリオン７００ひかりレールスター」「シンカリオン 

Ｎ７００みずほ」が早くもプラレールになって登場！  

タカラトミー プラレール「シンカリオン７００のぞみ」「シンカリオン７００ひかりレール

スター」「シンカリオンＮ７００みずほ」概要 

タカラトミーは、２０１５年に第１弾が発売された『プラレール｢新幹線変形ロボ シンカリオ

ン｣』シリーズの新商品として、日本の東西をつなぐ新幹線である７００系、Ｎ７００系をモチー

フにしたシンカリオンの｢プラレール｣における玩具商品を9月に発売予定です。玩具の仕様は、こ

れまでのプラレールシンカリオンシリーズとは異なり、それぞれ1両編成のみで、新幹線からロボ

ットに変形します。最大の特徴である３体合体のギミックも再現しており、組み換えて３タイプ

のシンカリオン トリニティーで遊ぶことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・商品名 ： プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン ７００のぞみ」 

 プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン ７００ひかりレールスター」 

 プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン Ｎ７００みずほ」 

・発売予定日 ： ２０１６年９月下旬 

・希望小売価格 ： 各２,８００円(税抜) 

・商品内容 ： 車両１両、武器、３両合体用ヘッドパーツ、ウェポンベース 

※電動走行しません。レールは付属しません。 

・著作権表記 ： プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン ７００のぞみ」 

 ： プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン ７００ひかりレールスター」 

  ©プロジェクト シンカリオン ＪＲ西日本商品化許諾申請中 

  © TOMY  「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

 ： プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン Ｎ７００みずほ」 

©プロジェクト シンカリオン ＪＲ西日本商品化許諾申請中 ＪＲ九州承認済 

  © TOMY  「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

・対象年齢/性別 ： ３歳～ 

・ホームページ ： http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion 

 

 

http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion


■シンカリオンの様々な企画が進行中！ 

◎【プラレール】「ＧＥＮＢＩ SHINKANSEN」や「とれいゆ」等で話題となった新幹線車両Ｅ３

系をモチーフとした、プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン Ｅ３つばさフレアウイン

グ／アイアンウイング」は明日６月２日（木）より発売！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎【WEB】 公式ホームページ、公式Twitter、公式Facebook展開中！！最新情報をチェック！ 

  …公式ホームページ http://www.shinkalion.com 

   公式Twitter @shinkalion 

     公式Facebook 新幹線変形ロボ シンカリオン 

◎【映像】シンカリオンが活躍するハイクオリティなアニメーション映像、その他公式情報を

配信中！！ 

   …公式ホームページ http://www.shinkalion.com [TOPページから視聴可能] 

◎【雑誌】日本一のヒーロー雑誌『てれびくん』にて、シンカリオン情報連載中！！ 

   …小学館 『てれびくん』 毎月１日ごろ発売 

  その他の企画も乞うご期待ください！ 
 
 
 
 

＜注意事項＞ 

画像をご使用になる場合は、著作権表記として下記の記入をお願いします。 

・新幹線変形ロボ シンカリオン７００のぞみ／７００ひかりレールスター  

  → ©プロジェクト シンカリオン ＪＲ西日本商品化許諾申請中 

・新幹線変形ロボ シンカリオンＮ７００みずほ     

   → ©プロジェクト シンカリオン ＪＲ西日本商品化許諾申請中 ＪＲ九州承認済 

・新幹線変形ロボ シンカリオン トリニティー   

  → ©プロジェクト シンカリオン ＪＲ西日本商品化許諾申請中 ＪＲ九州承認済 

 

 

・プラレール｢新幹線変形ロボ シンカリオン７００のぞみ／７００ひかりレールスター｣ 

   → ©プロジェクト シンカリオン ＪＲ西日本商品化許諾申請中 

    © TOMY  「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です 

・プラレール｢新幹線変形ロボ シンカリオンＮ７００みずほ｣ 

  →  ©プロジェクト シンカリオン ＪＲ西日本商品化許諾申請中 ＪＲ九州承認済 

   © TOMY  「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です 

  

http://www.shinkalion.com/
http://www.shinkalion.com/


報道各位より本件に関するお問い合わせ 

   ■「新幹線変形ロボ シンカリオン」に関して 

株式会社ジェイアール東日本企画 広報部   

TEL ０３－５４４７－０９７４  FAX ０３－５４４７－７８１０ 

   ■プラレール｢新幹線変形ロボ シンカリオン｣に関して 

株式会社タカラトミー 広報課 

TEL ０３－５６５４－１２８０  FAX ０３－５６５４－１３８０ 
 

※本件については、経済産業記者会、経済産業省ペンクラブ、東京商工会議所記者クラブ、国土交通記者会、ときわクラブ、
丸の内記者クラブ、ＪＲ記者クラブ、レジャー記者クラブほかへ同時配布致します。 

 

 

参考資料 

株式会社ジェイアール東日本企画 会社概要 

代表取締役社長 ： 原口宰 

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿南１－５－５ JR恵比寿ビル 

設立 ： 1988年 5月 

資本金 ： 2億 5,000万円 

従業員数 ： 764名（2015年 4月 1日現在） 

事業内容 ： 広告代理店・交通広告の媒体管理 等 

 

 

株式会社小学館集英社プロダクション 会社概要 

代表取締役社長 ： 都築伸一郎 

本社所在地 ： 東京都千代田区神田神保町 2-30 昭和ビル 

設立 ： 1967年 6月 

資本金 ： 4億 9,900万円 

従業員数 ： 408名（2015年 4月 1日現在） 

事業内容 ： キャラクターライセンス事業、ＴＶ番組・アニメ制作、イベント企画運営 等 

 

 

株式会社タカラトミー 会社概要 

代表取締役社長 ： H.G.メイ 

本社所在地 ： 東京都葛飾区立石 7-9-10 

設立 ： 1953年 1月 

資本金 ： 34億 5,953万円 

従業員数 ： 連結 2,086人 単体 490人（2015年 3月 31日現在） 

事業内容 ： 玩具・雑貨・カードゲーム・乳幼児関連商品等の企画、製造および販売 


