
（共同リリース） 

報道関係各位 

２０１７年８月３１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 

『新幹線変形ロボ シンカリオン』×『エヴァンゲリオン』×『プラレール』

新幹線「500 TYPE EVA」がロボットに変形！ 
 

プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン 500 TYPE EVA」 
１０月５日（木）発売のご案内 

 
既存の３両単品シンカリオンとの合体も可能！ 

購入特典「てっちゃん TYPE EVA」が主役のスペシャル映像公開も！ 
 

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)の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」（※１）が人気アニメ『エヴァンゲリオン』とコラボレー

ションを行い、新キャラクター「シンカリオン 500 TYPE EVA」が誕生いたしました。「シンカリ

オン 500 TYPE EVA」は、JR西日本で運行中の新幹線「500 TYPE EVA」から変形する新たなシンカ

リオンです。 

この「シンカリオン 500 TYPE EVA」を鉄道玩具『プラレール』の「プラレール 新幹線変形ロ

ボ シンカリオン」シリーズの新商品プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン 500 TYPE EVA」

（発売元： 株式会社タカラトミー、希望小売価格：８，０００円/税抜き）として、２０１７年   

１０月５日（木）から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、インターネットショップ、

プラレール専門店「プラレールショップ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミー

モール」http://takaratomymall.jp/shop/等にて発売いたします。 

 また、本商品の発売を記念して、購入特典「てっちゃん TYPE EVA」が主役として登場するスペ

シャル映像が８月３１日（木）よりYouTubeタカラトミーチャンネルにて公開されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

©プロジェクト シンカリオン ＪＲ東日本商品化許諾済 ＪＲ西日本商品化許諾済   

©カラー © 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://takaratomymall.jp/shop/


■タカラトミー プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン 500 TYPE EVA」について 

 プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン 500 TYPE EVA」には、下記の特徴がございます。 

 

① 新幹線「500 TYPE EVA」からロボットに変形 

 山陽新幹線全線開業４０周年を記念した「新幹線：エヴァンゲリオン プロジェクト」の一環と

して２０１５年より営業運転を開始し、現在も運行中の新幹線「500 TYPE EVA」から、ロボット

形態の「シンカリオン 500 TYPE EVA」に変形します。「シンカリオン 500 TYPE EVA」は『エヴ

ァンゲリオン』に登場する“EVA初号機”をイメージしたカラーリングになっています。 

 また、武器パーツとして “超カイサツソード TYPE EVA”と“シンゴウスピア TYPE EVA”が付

属し、ロボット形態時に手に持たせることができます。 

 新幹線形態は４両編成で、プラレールのレールの上を手転がしで走行させることができます。 

 

② “EVA初号機”をイメージした“第２形態用ヘッドパーツ”が付属 

 ロボットモード時には、“EVA初号機”の頭部デザインをイメージした新規造形の“第２形態用

ヘッドパーツ”を装着させることで“シンカリオン 500 TYPE EVA 第２形態”（※２）を再現するこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 別売りのシンカリオンプラレールと“クロス合体”  

 別売りのシンカリオンプラレールと“クロス合体”することで、全５両の車両から成る大型のシ

ンカリオンにパワーアップします。クロス合体時には、クロス合体専用のヘッドパーツである“ク

ロスヘッドパーツ TYPE EVA”を着用させることができます。 

 ※“クロス合体”には、Ｅ５／Ｅ６／Ｅ７／Ｅ３／８００／Ｎ７００Ａのいずれか１種の先頭車両を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モード：ノーマル モード：第２形態 第２形態用ヘッドパーツ 

クロスヘッドパーツ TYPE EVA 



＜新幹線「500 TYPE EVA」とは＞ 

  500 TYPE EVAは、山陽新幹線全線開業４０周年を記念した「新幹線：エヴァンゲリオン プロジェクト」の一環

として営業運転を開始した新幹線。「エヴァンゲリオン」のメカニックデザイナーである山下いくと氏によりデザ

インされ、監督である庵野秀明氏も監修に参加しました。1号車は展示・体験ルームとなっており、「実物大コ

ックピット搭乗体験」を楽しむことができます。（2017年6月現在） 

 ●詳細はこちらよりご覧ください。⇒https://entry.500type-eva.jp/pc/ 

 

＜購入特典「てっちゃん TYPE EVA」について＞  

 プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン 500 TYPE EVA」発売を記念して、１０月５日より、『てっちゃん

TYPE EVA プレゼントキャンペーン』を実施いたします。 

 本キャンペーン実施店舗でプラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン 500 TYPE EVA」を購入すると、プラレ

ールの人気キャラクター「てっちゃん」が、エヴァンゲリオンのパイロットスーツ「プラグスーツ」を着ている姿をミ

ニフィギュア化した「てっちゃん TYPE EVA」が先着でプレセントされます。 

 

・キャンペーン対象商品  ： プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン 500 TYPE EVA」 

･プ レ ゼ ン ト 条 件 ： プラレール「新線変形ロボ シンカリオン 500 TYPE EVA」 

ご購入のお客様に、対象商品につき、「てっちゃん TYPE EVA」 

を1つ、その場でプレゼントいたします。 

・期 間 ： ２０１７年１０月５日～無くなり次第終了（予定） 

 
※店舗により実施期間が異なる場合がございます。 

※店舗によりお渡し条件・お取扱い商品が異なる場合がございます。 

※キャンペーンに関して一部実施していない店舗もございます。 

※景品数に限りがございます。無くなり次第終了となります。 

 
 

 

＜商品概要＞ 

・商品名 ： プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン 500 TYPE EVA」 
・発売予定日 ： ２０１７年１０月５日（木） 
・希望小売価格 ： ８，０００円(税抜き) 
・商品内容 ： シンカリオン 500 TYPE EVA（４両編成）×一式、第２形態用ヘッドパーツ×１、ク

ロスヘッドパーツ TYPE EVA×１、超カイサツソードTYPE EVA×一式、シンゴウス
ピア TYPE EVA×一式、取扱説明書×１、ラベル×１ 
※電動走行しません。レールは付属しません。 

・著作権表記 ： ©プロジェクト シンカリオン ＪＲ西日本商品化許諾済  
                   ©カラー 

  © 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 ： ３歳～ 
・ホームページ ： http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion 
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ヘッドパーツ 

https://entry.500type-eva.jp/pc/
http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion


■新幹線変形ロボ「シンカリオン 500 TYPE EVA」ストーリー設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 突如出現した謎の生命体「使徒型バチガミ」。高い防御能力「A.T.フィールド」に対抗すべく、

「新幹線超進化研究所」と「特務機関 NERV」が新幹線 500 TYPE EVA をベースに緊急極秘開発した

新幹線変形ロボ。 

 全車両電動車のシンカリオン 500こだまの性能に加え、対使徒型バチガミ用の性能が強化されて

いる。さらに、「ミサイルシールド」の性能も大幅にアップされ、使徒型バチガミと同様に「A.T.

フィールド」を発生させることができる。 

 

（※２）＜シンカリオン 500 TYPE EVA 第２形態＞ 

 裏コード“the・EVA”を発動することで「闘争に特化した形態」となる。頭部に特殊な装甲を形

成し、リミッター解除され、全機能が格段に向上する。 

 

 

■スペシャル映像について 

 「てっちゃん TYPE EVA」が主役として登場し、「シンカリオン 500 TYPE EVA」に乗って「使

徒型バチガミ」と戦うおもちゃのスペシャル映像を８月３１日（木）より YouTube タカラトミーチ

ャンネルにて公開いたします。 

 動画 URL：https://youtu.be/O9akJ868PJA 

 

 

 

 

https://youtu.be/O9akJ868PJA


■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います。８月３１日（木）ごろ発売の１０月号では｢シンカリ

オン 500 TYPE EVA｣が紹介されています。今後もシンカリオンに関する最新情報を掲載予定です。 

 毎月１日ごろ発売の『てれびくん』をぜひお見逃し無く！ 

 

 

 

 

 

 

 

（※１）「新幹線変形ロボ シンカリオン」基本情報 

〇「新幹線変形ロボ シンカリオン」とは 

２０１５年３月より展開中の、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の３社が原案の“実在する新幹線がロボットに変形する”

キャラクターコンテンツ。 

 

〇「新幹線変形ロボ シンカリオン」ストーリー 

シンカリオンとは、鉄道博物館、京都鉄道博物館、リニア・鉄道館の地下深くに存在する特務

機関「新幹線超進化研究所」により開発されたロボット。正体不明の巨大な敵に立ち向かうた

め、日本の夢と技術が詰まった新幹線をベースに開発されたニューヒーローだ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎【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] 

「シンカリオン Ｅ５はやぶさ」 

©プロジェクト シンカリオン ＪＲ東日本商品化許諾済 

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


◎【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。 

 

・プラレール｢シンカリオン 500 TYPE EVA｣ 

            → ©プロジェクト シンカリオン ＪＲ西日本商品化許諾済 

                ©カラー 

  © TOMY  「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

 

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 

 

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 ： 916名（2017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 ： 421名（2017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 1951人 単体 495 人（2017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 


