
 

 

報道関係各位 

２０２０年６月３０日 

２０２０年７月１７日【改定版：人気投票キャラクター追加】 

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：小島一洋/所在地：東京都葛飾区)、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が原案を務める『新幹線変形ロボ シ

ンカリオン』は、今年２０２０年に５周年を迎えました。 

５周年を記念して、主人公・速杉ハヤトが運転する「シンカリオン Ｅ５はやぶさ」を、鉄道玩具

「プラレール ＤＸＳ シンカリオン Ｅ５はやぶさ 可動プラス」（希望小売価格 ５，０００円／税抜）

として、２０２０年８月６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」（takaratomymall.jp）等にて発売いたします。 

これは２０１７年に発売した商品の仕様を一部変更してパワーアップした形で復刻するものです。

ファンの方から多数寄せられた復活のご要望にお応えする形で、今回の発売が決定いたしました。 

またファン参加型企画として「第２回人気投票＆プレゼントキャンペーン！」を７月１７日（金）か

ら８月１０日（月）まで、『新幹線変形ロボ シンカリオン』公式ホームページ（www.shinkalion.com）で

開催するほか、「シンカリオン Ｅ５はやぶさ」に関するエピソードをタカラトミー公式 YouＴubeチャ

ンネル「タカラトミーチャンネル」（www.youtube.com/user/takaratomychannel）、シンカリオン公式

YouTubeチャンネル「シンカリオン TV」

（www.youtube.com/channel/UChwr22LUgCgBjyAzsNbPTZg）で６月３０日（火）から８月３１日（月）

まで期間限定無料配信いたします。  

N700Sの実際の”走行シーン”を取り入れた商品 CM も公開！ 

 

 

『新幹線変形ロボ シンカリオン』 ５周年記念！パワーアップして復刻！ 

「プラレール ＤＸＳ シンカリオン Ｅ５はやぶさ 可動プラス」 

８月６日（木）新発売のご案内 

 第２回人気投票や、アニメの無料配信も決定！ 

https://takaratomymall.jp/shop/default.aspx
https://www.shinkalion.com/
http://www.youtube.com/user/takaratomychannel/
http://www.youtube.com/channel/UChwr22LUgCgBjyAzsNbPTZg


 

 

 

新規造形パーツを採用。アニメーションのポージングを再現できる新モデル！ 
 

「プラレール ＤＸＳ シンカリオン Ｅ５はやぶさ 可動プラス」は、新幹線からロボットに変形する

“デラックスシンカリオンシリーズ（ＤＸＳ）”の第 1弾として２０１７年１２月に発売した「ＤＸＳ０１ シン

カリオン Ｅ５はやぶさ」に腰の新規造形パーツを採用し、新幹線からロボットへの変形ギミックは

そのままに、これまでできなかった「腰の回転」「股関節の可動」が可能になった、パワーアップ復

刻モデルです。これにより、アニメーション内に登場する象徴的なポージングの再現がはじめて可

能になりました。先頭車と後尾車がロボットに変形、中間車は展開し、武器を格納することができ

ます。 

 

 

 

 

別売りの３両単品シンカリ

オンと上下組み替えて合体

可能なギミック「リンク合体」

を搭載。 

リンク合体用「ヘッドギア」

を用い、アニメのリンク合体

を再現することができます。 

 

  

商品の特徴 



 

 

① 『新幹線変形ロボ シンカリオン』５周年記念！  

第２回人気投票＆プレゼントキャンペーン開催！ 

大好評だった第１回人気投票に続き、第２回は２つのテーマで以下の通り開催いたします。 

投票いただいた方への各種特典もご用意しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜劇場版『シンカリオン』から４キャラクターが緊急参戦決定！＞ ２０２０年７月１７日追記 

既に発表済のＴＶアニメに登場した５５キャラクターに加え、急遽、劇場版『新幹線変形ロボ シンカリ

オン 未来からきた神速のＡＬＦＡ-Ｘ』から、少年ホクト、渡島カムイ、ナハネ、オハネフが参戦すること

が決定！ＴＶアニメ、劇場版合わせて総勢５９キャラクターの中から人気投票を実施いたします。 

 

＜投票ページ URL＞ www.shinkalion.com 

＜投 票 期 間 ＞ ７月１７日（金）～８月１０日（月） 

＜結 果 発 表 ＞ ８月３１日（月）予定  

＜投票者特典＞ 

 

 

 

 

★さらに上記②の方に抽選でプレゼント！ 

（左から） 

「プラレール ＤＸＳ シンカリオン Ｅ５はやぶさ 可動プラス」：２名様 

劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のＡＬＦＡ-Ｘ』台本：１名様 

劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のＡＬＦＡ-Ｘ』初回限定生産版 Blu-ray：２名様   

５周年に関する取り組み 

「キャラクター編」 

 

①投票してくれた方全員に 

５周年ロゴの壁紙（PC/スマホ）＆Twitterアイコン 

②投票＆シンカリオン公式 Twitter アカウントをフォロー 

＆投票についてハッシュタグ #シンカリオン５周年 を付けて 

ツイートした方の中から抽選で１００名様に 

「超進化研究所オリジナル５周年缶バッジ」（７５㎜） 

 

TVアニメに登場したうちの５５名が参戦！ 

 

「エピソード編」 

 
TVアニメ全７６話が投票対象 

 

https://www.shinkalion.com/


 

 

★結果発表後、投票結果に応じて下記の特典もご用意！ 

 

「キャラクター編」 

キャラクターデザイン あおのゆかさん描き下ろし １位～３位キャラクターイラストの壁紙を配信

（ＰＣ/スマホ） 

 

「エピソード編」 

１位～３位に選ばれたエピソードを、期間限定で以下の公式 YouTubeチャンネルにて配信 

配信期間：２０２０年８月３１日（月）～９月３０日（水）予定 

 

＜配信サイト＞ 

タカラトミー公式 YouTubeチャンネル 「タカラトミーチャンネル」 

www.youtube.com/user/takaratomychannel 

シンカリオン公式 YouTubeチャンネル 「シンカリオン TV」 

www.youtube.com/channel/UChwr22LUgCgBjyAzsNbPTZg 

 

 

① Ｅ５はやぶさ関連エピソードを、タカラトミー公式 YouTube チャンネル「タカラトミー
チャンネル」などで期間限定無料配信！ 

 

TV アニメ『新幹線変形ロボ シンカリオ

ン』の主人公・速杉ハヤトが運転する「シン

カリオン Ｅ５はやぶさ」に関するエピソード

を、期間限定で以下の公式 YouTubeチャン

ネルにて無料配信いたします。 

 

 

 

 

 

＜配 信 期 間 ＞２０２０年６月３０日（火）～８月３１日（月）予定 

 

＜配信エピソード＞ 

■『新幹線変形ロボ シンカリオン』５周年記念特別配信～Ｅ５×５００編～（２５話、２６話、２７話） 

・タカラトミー公式 YouTubeチャンネル 「タカラトミーチャンネル」 

youtu.be/UhEMzk_BEVs 

・シンカリオン公式 YouTubeチャンネル 「シンカリオン TV」 

youtu.be/LME2GO6BeG8 

 

■『新幹線変形ロボ シンカリオン』５周年記念特別配信～Ｅ５×ドクターイエロー編～（４６話、４７

話） 

・タカラトミー公式 YouTubeチャンネル 「タカラトミーチャンネル」 

youtu.be/md77nUDgehc 

・シンカリオン公式 YouTubeチャンネル 「シンカリオン TV」 

youtu.be/A99dmwOwBBE 

 

https://www.youtube.com/user/takaratomychannel/
http://www.youtube.com/channel/UChwr22LUgCgBjyAzsNbPTZg
https://youtu.be/UhEMzk_BEVs
https://youtu.be/LME2GO6BeG8
https://youtu.be/md77nUDgehc
https://youtu.be/A99dmwOwBBE


 

 

 

２０１５年 ３月 新コンテンツ『新幹線変形ロボ シンカリオン』発表 

２０１５年 ９月 プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオン」発売 

２０１５年１０月 小学館「てれびくん」まんが連載 

２０１７年１０月 鉄道フェスティバルにて TVアニメ化発表 

２０１７年１２月 プラレール「DXS（デラックスシンカリオンシリーズ）」発売 

２０１８年 １月 TVアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』TBS系全国２８局ネットにて放送開始 

２０１８年 ８月 『映画 ドライブヘッド〜トミカハイパーレスキュー 機動救急警察〜』にゲスト出演 

２０１９年 ６月 TVアニメ放送終了 

２０１９年１２月 劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のＡＬＦＡ-Ｘ』公開 

 

「プラレール シンカリオン」歴代ラインナップ 

「プラレール シンカリオン」は２０１７年１２月発売以降、復刻版含め２４点の商品を発表いたし

ました。 

 

 

 

 

 

“超進化速度”で駆け抜けたシンカリオン！５周年のあゆみ 

デラックスシンカリオンシリーズ（ＤＸＳ） 歴代発売商品の一部 



 

 

ライセンス展開 

『新幹線変形ロボ シンカリオン』では玩具以外にも様々なジャンルでのライセンス商品展開を

行っており、１００社以上のライセンシー各社から商品を発売しています。（２０２０年６月現在） 

２０１９年１２月公開後、リピーター続出で大ヒットを記録した劇場版『新幹線変形ロボ シンカリ

オン 未来からきた神速のＡＬＦＡ-Ｘ』の Blu-ray＆DVDが好評発売中です。 

劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来からきた神速のＡＬＦＡ-Ｘ』<Blu-ray 初回限定生産版> 

 

■初回生産限定版特典 

・超・超・超加速!!新幹線ＡＬＦＡ-Ｘ & ホクト 

<２段階変速式プルバック新幹線> 

・劇場版『シンカリオン』ヒット記念硬券４枚セット 

(※実際の駅構内及び車内に立入ることはできません) 

・描き下ろしアウターケース 

・特製ブックレット(３２P) 

発売日： 

２０２０年６月２６日（金） 

 

価格： 

¥６,８００(税抜)  

 

 

 
 

劇場版 Blu-ray＆ＤＶＤ 好評発売中！ 

これまでに発売されたライセンス商品の一部 

©PJ-S・J/S・M 



 

 

<商品概要> 
 

商   品   名  ：「プラレール ＤＸＳ シンカリオン Ｅ５はやぶさ 可動プラス」 

希望小売価格  ： ５，０００円（税抜き） 

発売予定日   ： ２０２０年８月６日（木）  

対 象 年 齢  ： ３歳以上 

商 品 内 容  ： シンカリオン Ｅ５はやぶさ 可動プラス（３両編成）(1), カイサツソード(1), ウイ

ング（A）(1) ウイング（B）(1), ヘッドギア（シンカリオン Ｅ５はやぶさ仕様）(1), 

取扱説明書(1),ラベル(1), 

使 用 電 池  ： 電池は使用しません。 

取扱い場所  ： 全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、 

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」takaratomymall.jp 等 

著作権表記   ： © ＴＯＭＹ 

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS 

公  式  Ｈ Ｐ  ： www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion 

 

 

 

  

https://takaratomymall.jp/shop/default.aspx
http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion


 

 

 

<TV アニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』ストーリー> 
 

 

新幹線超進化研究所は「漆黒の新幹線」が生み出す

巨大怪物体から日本の平和と安全を守るため、「新幹

線変形ロボ シンカリオン」を開発した。シンカリオ

ンとの高い適合率を持つ子どもたちが運転士とな

り、研究所員たちと力を合わせて強大な敵に立ち向

かう！ 

 

果たして子どもたちは日本の平和と 

安全を守れるのか…。 

チェンジ！シンカリオン！ 

 

■番組公式ホームページ 

www.shinkalion.com 

 

 

 

 

 

【プラレールとは】 

「プラレール」（発売元：株式会社タカラトミー） は、２０１９年に発売６０周年を迎えたロングセラーの

鉄道玩具で、３世代にわたって愛されているブランドです。 「プラレール」の原型は、金属や木の玩具

が主流であった１９５９年に、当時の最新素材であったプラスチックの玩具として発売された「プラスチッ

ク汽車・レールセット」です。 

 象徴的な青いレールは、当時家族が団らんの時を過ごした「ちゃぶ台」の上で遊べるサイズで設計さ

れました。この規格は６０年経った今でも変わっておらず、当時のレールと最新のレールを繋げて遊ぶ

こともできます。 

今後も、身近であり憧れでもある“鉄道”をテーマに、子どもたちが社会を学び、創造力等の子どもた

ちの成長を促し、また親子のコミュニケーションを育むブランドとして展開していきます。日本国内では

これまでに、累計約１，４８０種類、１億６，９００万個以上を販売しています（２０１９年１月末現在）。 

 
 

 

 

 
＜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 広報課 TEL：０３－５６５４－１２８０ FAX：０３－５６５４－１３８０ 

＜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：０５７０－０４１０３１（ナビダイヤル） 

http://www.shinkalion.com/

