
 

 

 

 

報道関係各位 

２０２１年６月３０日 

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)は、テレビアニメ『新幹線変形ロボ シ

ンカリオンＺ』の関連玩具として、鉄道玩具「プラレール」シリーズの新商品「新幹線変形ロボ シンカリオンＺ ダークシンカ

リオン」（９,３５０円／税込）を、２０２１年８月７日（土）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。 

 

 

テレビアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』の劇中やオープニング映像で謎に包まれた“闇の新幹線”として登場して

いる車両が、本日「ダークシンカリオン」として解禁となります。「ダークシンカリオン」は５両編成の車両ならではのボリューム

と、『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』としては初となる４段階で姿を変えることのできる豊富なモードチェンジが特徴です。 

 

また、テレビアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』の主題歌を務める、名古屋発のエンターテイメント集団「BOYS 

AND MEN」（ボーイズ・アンド・メン／通称“ボイメン”）が“シンカリオンＺ おもちゃ広報大使”に就任することが決定い

たしました。広報大使として、YouTube 番組「新幹線変形ロボ シンカリオンＺ情報局」の MC を務め、プラレールシンカリ

オンシリーズを中心とした玩具の PR や作品の情報発信などの活動を本日から２０２２年３月３１日まで展開予定で

す。  

 

 プラレール「新幹線変形ロボ シンカリオンＺ ダークシンカリオン」 

２０２１年８月７日（土）発売 

ついに敵シンカリオン登場！「闇の新幹線」がベールを脱ぐ！ 

エンターテイメント集団「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」が、“シンカリオンＺ おもちゃ広報大使”に就任！ 

（上）「闇の新幹線」※レール別売り 

（下）馬型ロボ・ダークホース／（右）ダークシンカリオン 

https://takaratomymall.jp/shop/


 

 

 

５両編成の大ボリュームと、今までにない４段階のモード変化！ 
新変形ギミックを搭載した、新たな敵シンカリオン！ 

５両からなる「闇の新幹線」は「ダークシンカリオン」「馬型ロボ・ダークホース」の２つのロボに変形し、更に「ケンタウロスモー

ド」「デビルモード」の２つの姿にモードチェンジさせることができるため、計４つのモードをお楽しみいただけます。 

＜ダークシンカリオン／ダークホース＞   ＜ダークシンカリオン ケンタウロスモード＞  ＜ダークシンカリオン デビルモード＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別売りのザイライナーと「Ｚ合体」させたり、シンカリオンＺと組み合わせることも可能です。 

 

組み合わせ例： 

シンカリオンＺ Ｅ５はやぶさ 

       ＋ 

ダークシンカリオン デビルモード 

⇒Ｅ５はやぶさ デビルモード 

 

▼手のひらサイズのコレクションフィギュア「Ｚ合体コレクション」シリーズも８月登場！ 

 

高さ約６５mm のコレクションフィギュアシリーズです。ミニサイズ

ながら腕や足腰が可動しポーズが取れ、Ｚ合体や組み換え遊びも

お楽しみいただけます。 

Ｅ５ヤマノテ、Ｅ６ネックス、Ｅ７アズサの全３種、 

８月２１日（土）発売で、価格は各８８０円（税込）です。 

「闇の新幹線」 

※レール別売り 

 商品について 

馬型ロボ・ダークホース／ダークシンカリオン 

ダークシンカリオン 

デビルモード 

ダークシンカリオン 

ケンタウロスモード 

闇の新幹線がダークシンカリオン（２両変形）と 

馬型ロボ・ダークホースに変形した姿。ダークシンカリ

オンはダークホースにまたがることもできます。 

ダークシンカリオンと馬型ロボ・ダーク

ホースが合体した姿。 

ダークシンカリオンが 

５両変形した姿。 

ダークシンカリオン 

CG イラスト 

 

玩具解禁に合わせて 
CG イラストも公開！ 



 

 

テレビアニメの主題歌を務める、エンターテイメント集団「BOYS AND MEN」がプラレールシンカリオンシリーズを中心とし

た玩具の PR 活動や情報発信を行う“シンカリオンＺ おもちゃ広報大使”に就任することが決定いたしました。 

 

広報大使の活動として、７月２日（金）からタカラトミー公式 YouTube チャンネルで配信する番組「シンカリオンＺ情

報局」の MC を務めるほか、プラレール専門店「プラレールショップ」での“夏休み店長”企画などで、『新幹線変形ロボ シ

ンカリオンＺ』を盛り上げます。 

 

▼YouTube 番組「新幹線変形ロボ シンカリオンＺ情報局」について 

配 信 開 始 日 ： ７月２日（金） よる７時２５分～（全１０回予定・不定期配信） 

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」他 

初回放送ＵＲＬ ： youtu.be/QnejToYKTUE 

 

▼”シンカリオンＺ おもちゃ広報大使”としての、その他の主な活動予定 

・「プラレールショップ 夏休み店長」（※）：東京・大阪で展開中のプラレール専門店「プラレールショップ」で、メンバー

による店内アナウンスを期間限定で放送する予定です。（※メンバーは来店いたしません） 

・「BOYS AND MEN」出演イベント会場での商品展示：メンバーが変形とポージングをさせたプラレールシンカリオンなどの

商品を展示予定です。 

・SNS 等を活用した広報活動 

 

※日程、期間などの詳細は決まり次第、「BOYS AND MEN」公式 SNS、『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』公式 SNS

等でアナウンスいたします。 

 

▼メンバーからの就任コメント（動画あり） 

この度は、僕たちボイメンをシンカリオン Z おもちゃ広報大使に任命してくださり、ありがとうございます！シンカリオンはシ

リーズ前作から主題歌を歌っていたり、僕たちにとっては「ともにシンカしてきた仲間」なので、とても光栄です！シンカリオン

のおもちゃは、メンバーみんなで、変形させたり、アニメのシーンを再現したり、と普段から楽しんでいるので、これからは広

報大使として、その魅力をもっとたくさんの人に伝えていけるように頑張ります！ BOYS AND MEN メンバー一同 

＜就任コメント動画はこちらよりご覧いただけます＞ youtu.be/atrCtpEMDw0 

 

【「BOYS AND MEN」 プロフィール】 

２０１０年、東海エリア出身・在住のメンバーで結成されたユニット。トレードマークである学ランを身に纏い、歌・ダンス・芝居だけでなくミュー

ジカルなどもこなすエンターテイメント集団。東海地方をはじめテレビ・ラジオのレギュラーが多数放送されている。２０１６年に第５８回日本レ

コード大賞 新人賞を受賞。２０１７年に日本武道館にて単独ライブ、２０１９年１月にナゴヤドームにて単独ライブを完遂。 

７月２８日（水）、NewSingle「ニューチャレンジャー」が発売。（テレビアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』主題歌） 

公 式 Ｈ Ｐ：boysandmen.jp    公 式 Twitter：twitter.com/BOYSANDMENinfo  

 「ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ」が“シンカリオンＺ おもちゃ広報大使”に就任！ 

https://www.youtube.com/c/takaratomychannel/
https://youtu.be/QnejToYKTUE
https://www.takaratomy.co.jp/products/plarailshop/
https://youtu.be/atrCtpEMDw0
https://boysandmen.jp/
https://twitter.com/BOYSANDMENinfo


 

 

<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Ｚ ダークシンカリオン」 

希望小売価格： ９，３５０円（税込） 

発 売 日： ２０２１年８月７日（土） 

商 品 内 容： シンカリオンＺ ダークシンカリオン（5 両編成）×１、武器×２、ラベル×１、 

取扱説明書×１ 

商 品 サ イ ズ： 約 Ｗ ２３０×Ｄ １３０×Ｈ ２４０（ｍｍ）（ロボット形態時） 

商品紹介映像： youtu.be/fFZek0AH2RU 

 

商 品 名： 「新幹線変形ロボ シンカリオンＺ Ｚ合体コレクション」 

希望小売価格： 各８８０円（税込） 

発 売 日： ２０２１年８月２１日（土） 

商 品 内 容： Ｅ５ヤマノテ…Ｅ５はやぶさ本体×１、Ｅ２３５ヤマノテ腕左右×２,、武器×１ 

Ｅ６ネックス…Ｅ６こまち本体×１、Ｅ２５９ネックス下半身×１、武器×２ 

        Ｅ７アズサ …Ｅ７かがやき本体×１、Ｅ３５３アズサ腕左右×２、武器×１ 

商 品 サ イ ズ： 約 Ｗ ６０×Ｄ ４０×Ｈ ６５（ｍｍ） 

 

▼共通情報 

対 象 年 齢： ３歳以上 

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、プラレール専門店「プラレールショッ

プ」、インターネットショップ等、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 Z・TX 

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

Ｅ７アズサ Ｅ６ネックス Ｅ５ヤマノテ 

※レール別売り 

https://youtu.be/fFZek0AH2RU
https://takaratomymall.jp/
https://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/


 

 

【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６

０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１，８００種類、      

１億７，７００万個以上を販売しています（２０２１年３月末現在）。 

 
 

【テレビアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』について】 

 

謎の巨大怪物体から日本の平和と安全を守るため、新幹線超進化研究所によって開発さ

れた「新幹線変形ロボ シンカリオン」。超進化研究所は新たな敵の襲来に備え、新型ロボ「シ

ンカリオンＺ」、そして在来線から変形し「シンカリオンＺ」をパワーアップさせる新たな武装強化

車両「ザイライナー」の開発を進めていた。高い適合率で「シンカリオンＺ」の運転士となった子ど

もたちは、研究所員たちと力を合わせ、再び現れた巨大怪物体を迎え撃つ！未知なる敵の出

現－。そして２人の少年の出会い－。シンカリオンのさらなる進化が始まる！！！ 

 

 

＜公式ＨＰ＞ 公式 HP：www.shinkalion.com   テレビ東京公式番組ＨＰ：ani.tv/shinkalion 

＜放送情報＞ テレビ東京系６局ネットにて、毎週金曜よる７時２５分～放送中 

 

 

 

 
＜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） 

https://www.shinkalion.com/
https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/shinkalion/

