報道関係各位
２００９年９月１４日

新製品

秋も鉄道でＧＯ！ プラレールと同じ１９５９年に誕生した１５１系を商品化！

１０月１４日鉄道の日「５０周年記念
イベント

１５１系特急電車こだま号」新発売

臨時列車「なのはなプラレール号」

１０／１２運行決定！

「鉄道博物館“おもちゃで学ぶ鉄道展”」 １０／１３～１８開催！
株式会社タカラトミー
株式会社タカラトミー （代表取締役社長：富山 幹太郎/所在地：東京都葛飾区）は、１９５９年か
ら発売している、ロングセラー鉄道玩具「プラレール」の５０周年記念商品第３弾として、プラレール
「５０周年記念 １５１系特急電車こだま号」（税込価格：２，１００円/税抜価格・税５％)を、 ２００９年
１０月１４日（水）（鉄道の日・プラレールの日）から、全国玩具専門店・雑貨販売店・量販店等にて
発売致します。
タカラトミーのロングセラー鉄道玩具 「プラレール」 は、１９５９年にプラレールの原型である「プ
ラスチック汽車・レールセット」が発売されてから半世紀、身近な“鉄道”をテーマに、子どもたちが社
会を学び、創造力を育む玩具として愛され、今や親子３世代にわたるブランドへと成長いたしました。
発売当時から現在まで青いレールの規格は統一されており、世代を超えて遊ぶことができます。こ
れまでに、累計約９００種類、１億２８００万個以上を販売しているほか、最近では「プラレール」ブラ
ンドとしてアパレル、文具雑貨など３００以上のライセンス商品も発売しています。
「プラレール」は、５０周年を迎えた今年のテーマを、「DISCOVER PLARAIL ～プラレール∞ （む
げんだい） 新発見！～」 と題し、「プラレール」の新しい魅力を発見できるようなイベント、キャンペー
ン、商品等を展開しています。（※最終頁参照）
秋の展開としては、上記新製品発売のほか、鉄道博物館（所在地：埼玉県さいたま市大宮区）と
共同で、２００９年１０月３日（土）から１０月１８日（日）まで、同博物館２Ｆのスペシャルギャラリーに
て、「プラレール」を使用した特別イベント「おもちゃで学ぶ鉄道展」を開催致します。
併せて、１０月１日（木）～３１日（土）まで、エキュート大宮（JR 大宮駅エキナカ）にて開催される、
“トレインフェスタ”内で館内に「“鉄道の街 大宮”プラレール ジオラマ」が設置される他、１０月６日
（火）～１９日（月）までは、「プラレール」の特設ショップ「プラレールフェスタ」もオープンします。
また、１０月１２日（祝日・月）には、ＪＲ東日本の企画により、本物の電車に乗りながら「プラレー
ル」で遊べる夢のような臨時列車「５０周年記念 なのはなプラレール号」（車両：ジョイフルトレイン
なのはな）が運行します。
行きは、品川駅から「なのはなプラレール号」に乗車して「プラレール」を車両内で遊んだり、乗務
員の衣装で記念撮影などしながら越後湯沢駅まで。 帰りは、水上駅から高崎駅まで「蒸気機関車
D５１」に、そして高崎駅から東京駅までは「新幹線Max」に乗車するという、鉄道を満喫する一日で
す。昼食はお弁当、お土産には１グループに１個、プラレール『５０周年記念 １５１系特急電車こだ
ま号』をご用意しています。
募集人員は最大１５０人で、２００９年９月１８日（金）１４：００からＪＲ東日本のホームページ「えき
ねっと」の旅行予約や、びゅう予約ｾﾝﾀｰなどで申し込みの受付を開始いたします。
新製品の「５０周年記念 １５１系特急電車こだま号」は、「プラレール」と同じ年に誕生した「１５１
系こだま号」（※1）を３両編成で商品化しました。 ５０年前には再現できなかった細部のディテール、

特に、屋根に配置したエアコンとパンタグラフの形にもこだわり、より、本物をイメージさせるように
工夫しました。また、パッケージは、大人の方も意識したシックな色合いを採用した、５０周年特製デ
ザインとなっています。先頭車が動力車で、スイッチを入れると自由にレイアウトしたレールの上を
走り始めます。（※レールは別売り）スイッチをオフにすると手で転がして遊べます。３両は連結切り離
しが出来ます。
「１５１系こだま号」は、「この電車に乗って修学旅行へ行った」「父親が出張で乗った話をわくわく
しながら聞いた」など、当時の思い出とともに、今でも多くの方の記憶に残っている、日本の鉄道史
に輝く名車です。本商品は、当時の電車への憧れ、そして「プラレール」で遊んだ記憶など、さまざ
まな温かい“きずな”を思い起こさせ、現在の祖父母、親、そして子どもと、３世代が共通して楽しん
でいただけるような商品として提案いたします。
※1 「１５１系特急電車こだま号」について
「ビジネス特急」とも呼ばれ、８両編成、最高時速１１０ｋｍで、高速電車時代の幕開けとなった電車です。東海道本線
で、東京－大阪間を約６時間５０分、東京－神戸間を約７時間２０分で結びました。また、食堂車、パーラーカー（展望
車両）のほか、冷暖房完備、豪華個室、ビジネスデスクなどの当時としては最先端の車内設備を有した、憧れの列車
でした。そして、東海道新幹線の足がかりとなる高速度実験にも挑み、１９５９年（昭和３４年）７月３１日、時速１６３キ
ロの高速度レコードを樹立、新幹線計画への大きな一歩となりました。
※前年に２０系として登場しましたが、翌１９５９年に称号規程改正のために１５１系となりました。

＜ 商品概要 ＞
商 品 名
価
格
発 売 日
商 品 内 容
バッテリー
サ イ ズ
対象年齢
販 売 ルート

プラレール『５０周年記念 １５１系特急電車こだま号』
２，１００円（税込・税５％） （税抜価格：２，０００円)
２００９年 １０月１４日（水） ※鉄道の日
先頭車(1),中間車(1),後尾車(1),パンフレット(1)
単３乾電池 １本 （※別売）
（パッケージ） Ｗ７０×Ｈ４１０×Ｄ４０ｍｍ
３ 歳以上
全国の専門店・百貨店・量販店の玩具売り場

（C) 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『５０周年記念 １５１系特急電車こだま号』 ２，１００円（税込）
＜報道各位から本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社タカラトミー 広報グループ
TEL 03-5654-1280／FAX 03-5654-1380
http://www.takaratomy.co.jp/

＜読者から商品に関するお問い合わせ先＞
株式会社タカラトミー お客様相談室
TEL 03-5650-1031

イベント① ＜鉄道博物館 特別イベント「おもちゃで学ぶ鉄道展」 概要＞

イベント 概要

施 設 名 称
問い合わせ先
開 催 期 間
開 催 時 間
料
金

「鉄道おもちゃ」を切り口に、鉄道に関する様々な知識や歴史などをわかりやす
くご紹介。鉄道博物館の展示をより楽しく理解できるイベント。今年誕生５０周年
を迎えた「プラレール」全面協力のもと実施します。プラレール巨大ジオラマの
展示、クイズラリーやおたのしみスタンプなども実施されます。
1. 鉄道と鉄道おもちゃのヒミツコーナー
2. 鉄道おもちゃで見る鉄道の歴史コーナー
3. 鉄道と鉄道おもちゃが出来るまでコーナー
4. プラレール巨大ジオラマ展示（東京ｖer・大阪ｖer）
5. プラレール 50 周年キャンペーン「きずな」応募画像アート展示
鉄道博物館 （所在地：〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町 3 丁目 47 番）
鉄道博物館 TEL：０４８－６５１－００８８
２００９年 １０月３日（土）～１８日（日） ※火曜日（６、１３日）は休館日
１０：００～１８：００
※入館は１７：３０まで
鉄道博物館の入館料金のみ必要
（一般：１，０００円、小中高生：５００円、幼児（３歳以上未就学児）：２００円／税込）

報道各位から特別イベント「おもちゃで学ぶ鉄道展」に関するお問い合わせ先
鉄道博物館 ＴＥＬ：０４８－６５１－００８８

イベント②
車 両 名 称
出 発 日
旅 行 行 程

旅 行 代 金
発売開始日時
申し込み方法
募 集 人 員

＜「５０周年記念 なのはなプラレール号」 概要＞
『５０周年記念 なのはなプラレール号』 （ジョイフルトレイン なのはな）
２００９年１０月１２日（祝・月） 日帰り
品川発＝＝＝越後湯沢着＝＝＝水上着
なのはなプラレール号乗車
水上発＝＝＝高崎着
蒸気機関車 D５１乗車
高崎発＝＝＝東京着（大宮にて途中下車可能） 新幹線 Max 乗車
おとな１１，０００円、こども７，０００円 （おとな１名、こども１名でお申し込みの場合）
２００９年 ９月１８日（金） １４：００～
ＪＲ東日本「えきねっと」の旅行予約 （http://www.travel.eki-net.com/index.asp）
びゅう予約ｾﾝﾀｰ （TEL ０５７０－０４－８９２８）
最大１５０名

※写真はイメージです。（夏に運行した「お座敷プラレール号」） 実際の車両は「ジョイフルトレイン なのはな」です。

報道各位から「５０周年記念 なのはなプラレール号」に関するお問い合わせ先
ＪＲ東日本 東京支社営業部販売課宣伝グループ ＴＥＬ：０３－５６９２－６０８２
ＪＲ東日本 東京支社びゅう事業部 商品第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ ＴＥＬ：０３－５６９２－６０９９

「DISCOVER PLARAIL

～プラレール∞ （むげんだい） 新発見！～」

これまでの展開

「プラレール」の新しい魅力を発見できるような５０周年を記念イベント、キャンペーン、商品等

【記念商品】 ※発売中
第１弾 「５０周年記念 Ｃ１２蒸気機関車 アーチ橋とレールセット」
￥５，２５０/税込、発売日：４/２３
初代プラレール「プラスチック汽車・レールセット」を現在の技術とデザインコンセプトで再現。
第２弾 「トミカと遊ぼう！オート踏切ステーション」
￥７，３２９/税込、発売日：７/３０
プラレールとトミカが一緒に遊べる「自動アクション」の踏切セット

【コラボレーション「プラレール エクスプレスロール」 ￥２，９４０/税込、発売日：７/６
長さ約５０cmの電車型ロールケーキ。 発売元：株式会社クインビーガーデン
洋菓子店「QBG ル パティシエ タカギ」にて発売。
（エキュート品川： JR 東日本品川駅構内 http://www.qbgtakagi.jp/index.html ）
９月～チョコクリームの秋ver.も期間限定で登場。

※下記はすでに終了しています。

【キャンペーン】
「“きずな”キャンペーン」 募集期間：４／２４～８／３１
みなさんの「プラレールエピソード」や、プラレールとともに撮った「スマイルフォト」を募集。
「プラレール」公式HP（http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/）にて紹介。
賞品：５００組１０００名様に「鉄道博物館」のペア入場券をプレゼント。

【イベント】
「プラレール５０周年アニバーサリーイベント」７/１６ 場所：東京おもちゃショー2009 会場
「プラレール」ファン代表として、俳優・気象予報士：石原良純さん＆フェンシング・北京オリンピック
銀メダリスト：太田雄貴さんが登場。「プラレール」の思い出、魅力、未来へのメッセージを語って頂
きました。

「エキュート品川「トレインフェスタ」 ７／６～８／２ 場所：ＪＲ品川駅エキナカ エキュート品川
東海道線と横須賀線の路線図が館内を楽しく彩り、主要駅「品川」、「横浜」、「大船」、「横須賀」は「プ
ラレール」のジオラマで再現。館内のSHOP前には「プラレール」車両が展示される。7/21～はプラレー
ルの特設ショップがオープン。８/１（土）・８/２（日）のトレイン縁日には「プラレールつり」が登場。

「大鉄道博」 ８/１～８／３１ 場所：グランドプリンスホテル新高輪 （品川駅前）
「プラレール」５０周年を記念して出展。入場者数は約１９５，６１４人。（1）「プラレール オリジナル
巨大ジオラマ」設置 （2）プラレール遊ばせコーナー （3）プラレール臨時ショップ （4）プラレール
５０周年記念展示（5）タカラトミーアーツ カプセルプラレール１０周年のジオラマ展示 （6）きかんし
ゃトーマスコーナー （7）トミーテック トミックスＮゲージコーナー （8）ロングタイプトミカ・Ｑトレイン
の展示＆物販

「大阪環状線 “プラレール50周年”ラッピング電車走行」 ７/１３～８/１６
走行頻度：1日約１５周

「プラレールミュージアム in 交通科学博物館」 ７/１８～８/２
内容：①プラレールが出来るまで ②オリジナルジオラマ ③プラレールつなぎかた教室 など

「CANON ENJOY PHOTO PARK in 品川」 ７／２５～８／２９ 場所：キヤノン S タワー
①キヤノンプラザSに「プラレール」ジオラマが出現！②体験イベント実施「プラレール」特別フレー
ムで、オリジナル携帯ストラップやオリジナル絵ハガキをつくろう！」

