
 

 

報道関係各位 

２０２２年３月７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、鉄道玩具プラレールの新商

品として、オリジナル車両「クロスライナー」と、プラレールユーザーの間で不動の人気を誇る“黄金レイア

ウト”（※１）を複数パターン組むことができるパーツ類をセットにした「夢中をキミに！プラレールベスト

セレクションセット」（５，５００円/税込）を、２０２２年４月２１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。 

 

 

 

 

 

 

 

また、「プラレール鉄道」と JR 西日本（西日本旅客鉄道株式会社）のコラボレーション動画「ぶらり大阪一

周の旅」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」のほか、期間限定で大阪ス

テーションシティ（JR 大阪駅）内でも上映いたします。この映像は「プラレール鉄道」のコンセプトである

“鉄道の魅力を発信するプロジェクト”の取り組みのひとつで、おうちにいながら「大阪環状線」の旅をお楽し

みいただくことを目的に制作いたしました。 

 

ほかにも「プラレール鉄道」シリーズは、JOYSOUND「みるハコ」や、株式会社おやつカンパニーのスナッ

ク菓子「ベビースターラーメン丸（チキン）」とのコラボレーションなどを予定しています。 

 
※１ プラレールの“黄金レイアウト”とは 

「立体」「坂」の要素を組み込んだレイアウトのこと。坂で車両に上下の動きをもたせ、高低差によって立体感のある鉄道風景

を表現したもので、これらのパーツを含んだセット商品は、プラレールの 60 年以上の歴史でもユーザーに人気を誇ります。 

 
＜プラレール鉄道とは＞ 

２０１９年にプラレール６０周年を記念して“創立”された架空の鉄道会社です。２０２１年に「プラレール鉄道」をプロジェク

トとして本格始動し、「てつどうにトキメキを こどもたちにワクワクを」をテーマに、“プラレールの新しい遊び”をお楽しみい

ただける玩具展開のほか、全国の実在鉄道会社との垣根を超えたコラボレーションを展開してまいります。 

N700Sの実際の”走行シーン”を取り入れた商品 CM も公開！ 

 

 

“鉄道の魅力を発信するプロジェクト” 「プラレール鉄道」シリーズ 

次の新型車両は「通勤特急」！これひとつで黄金レイアウトが楽しめる！ 

「夢中をキミに！プラレールベストセレクションセット」 

２０２２年４月２１日（木）発売 

（左）「夢中をキミに！プラレールベストセレクションセット」   （右）新型のオリジナル車両「クロスライナー」の CG イメージ 

大阪環状線と並走する映像コラボも公開 「プラレール鉄道」が大阪初上陸！ 

https://takaratomymall.jp/


 

 

「夢中をキミに！プラレールベストセレクションセット」は  

２０２１年春から本格始動した、鉄道の魅力を発信するプロジェク

ト「プラレール鉄道」シリーズの最新作です。 

オリジナル車両「クロスライナー」と、プラレールユーザーの間

で不動の人気を誇る“黄金レイアウト”を複数パターン組むことがで

きるパーツ類をセットにしたものです。プラレールで楽しく遊ぶた

めの３要素である「車両」「レール」「情景パーツ」が揃ったこのセッ

トには、全２４種類のパーツが入っており、この商品ひとつで６種

類以上のレイアウトを作ることができます。この商品は、２０２２

年１２月までの特別な限定生産セットとなります。 

 
▶車両「クロスライナー」（3両編成） 

車体側面の青いラインは全国に張り巡らせた路線をイメージ

し、路線網をクロスしながら縦横無尽に走行するという設定から

「クロスライナ―」と名付けました。運転席の窓枠の形は「プラ

レール鉄道」の英語名である『PLARAIL Railway（プラレール

レールウェイ）』の「P」と「R」をモチーフにしています。 

都市部と郊外を結ぶ通勤特急であるこの車両の中間車両には、

セットに含まれる駅パーツを使ってお客さんを乗せ降ろし遊び

ができるギミックがあります。走行の様子を見て楽しむだけでな

く、ごっこ遊び的な楽しみ方もできる車両です。鉄道の本質的な

目的である「人を運ぶ」という要素を、この商品の遊びを通して

体感いただきたいという想いから企画いたしました。 

 

人気声優・中村悠一さんご出演！商品PVと CM映像  
商品発売に先駆けて、本商品の PV、CM 映像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」で公開中です。映像のナレーションは『劇場版 呪術廻戦 0』五条悟 役のほか、多数の作品にご出演

の人気声優・中村悠一さんにご担当いただきました。「クロスライナー」の軽快な走行を、中村悠一さんのナ

レーションにと共にご覧ください。 
 

▼視聴 URL（YouTube） 

プラレール鉄道 クロスライナーＰＶ：youtu.be/pH5eB3Nlgyc 

２０２１年発売の「人気のあそびがギュッ! プラレールベストセレクション

セット」に含まれていた、プラレール鉄道のオリジナル車両「スピードジェット」

が、ご好評（※２）を受け２０２２年４月２１日（木）から、３両編成の定番車

両として登場いたします。 

※２ ２０２１年４月～２０２２年３月の１年間で、約９万個の出荷を見込む。 

 

商品名：「Ｓ－５１ プラレール鉄道 スピードジェット」（２，６４０円/税込） 

商品「夢中をキミに！プラレールベストセレクションセット」について 

中村悠一（なかむらゆういち） 

２月２０日生まれ・香川県出身 

＜代表作＞ 

・『呪術廻戦』『劇場版 呪術廻戦 0』五条悟 役 

・『ポケットモンスター』サクラギ博士 役 

・『ぼくのヒーローアカデミア』ホークス役 

 ・YouTube チャンネル『中村悠一』『マフィア梶田と中村悠一の「わしゃがな TV」』 

１９８２年発売の「電気機関車立体交差セット」はプ

ラレールユーザーに人気を誇る要素である「坂」「立

体交差」を取り入れた“黄金レイアウト”が楽しめる商

品。「夢中をキミに！プラレールベストセレクション

セット」にもこれらの要素を取り入れている。 

「スピードジェット」が３両編成の定番商品として登場！ 

（左）付属の駅パーツ 

（右）中間車の乗せ降ろしギミック 

「クロスライナー」 

※レール別売り 

https://www.youtube.com/watch?v=pH5eB3Nlgyc&feature=youtu.be


 

 

■クロスライナー×大阪環状線 コラボ映像「ぶらり大阪一周の旅」 

大阪市内を走行する JR 西日本の鉄道路線である「大阪環状線」を再現したレイアウト上を、プラレール鉄

道のオリジナル車両「クロスライナー」と「３２３系大阪環状線」「１０３系大阪環状線」が走行しながら、

沿線を紹介するコラボレーション映像「ぶらり大阪一周の旅」が公開中です。 

この映像では JR 大阪駅をスタート地点に、京橋駅や大阪城公園駅を経由し、大阪環状線を 1 周するまでを

描きます。途中、実際の駅周辺の風景の実写映像や情報も交えながら、沿線を紹介していきます。 

 

大阪環状線の再現は、プラレール鉄道で日々路線（レール）のつ

なげ方や楽しいレイアウトコースの研究を行う“レール博士”と、

レールのつなぎ方・遊び方に精通した、プラレールファンの有志の

皆様とともにジオラマを制作しました。見どころは「３２３系大阪

環状線」「１０３系大阪環状線」がバトンタッチしながら、「クロス

ライナー」と共に大阪環状線の各駅やその周辺の観光案内をすると

ころで、本作のレイアウトサイズは約１６．５m×１１ｍ、直線距

離では約５５ｍにも及びます。 

 
・上映場所および掲載ページ 

①大阪ステーションシティ（JR 大阪駅） ※上映期間は 3 月末までを予定 

ショートバージョン：2 階のアトリウム広場「O-vision」、カリヨン広場「カリヨンビジョン」等 

ロングバージョン：5 階大阪環状線 60 周年記念カフェ（バール・デルソーレ）客席モニター 
 

②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/watch?v=_uBxJIQ6Z9o 
 

③プラレール公式サイト内 「プラレール鉄道」ページ 

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/plarail_railway 

 

■JOYSOUND「みるハコ」（※）にプラレール鉄道コンテンツが登場！ 

カラオケでおなじみの JOYSOUND が展開するサービス「みるハコ」で、

3 月２３日（水）から 6 月３０日（木）の期間中、プラレール鉄道関連や、

プラレールのお話などをはじめとする映像コンテンツを配信いたします。

「みるハコ」はカラオケルーム内で映画やアニメなど多彩な配信映像をお

楽しみいただけるサービスで、新しいカラオケの利用方法として注目され

ています。ライブ・ビューイングにも対応しており、対象ルームは全国４７都道府県７０００室以上にのぼり

ます。お子様とご一緒に、家族のだんらんにご利用ください。 

 

・配信内容：プラレール鉄道の新型車両「クロスライナー」の映像をはじめ、歌やお話など合計 30 分以上の

プラレールの映像 

・利用料金：プラレール関連コンテンツ利用料は無料（室料のみで利用可能） 

・配信期間：２０２２年 3 月２３日（水）～6 月３０日（木） 

コラボレーション情報 

https://www.youtube.com/watch?v=_uBxJIQ6Z9o
https://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/plarail_railway/


 

 

＜「みるハコ」とは＞ 

歌うだけでなく、観て楽しめる多彩なジャンルの映像コンテンツを配信することで、カラオケルームに新たなエンタテインメン

ト空間としての価値を創出する JOYSOUND の新サービス。身近な生活圏にあるカラオケボックスで、大音量・高音質のライブ

映像を、少人数でもお楽しみいただける「新しい生活様式」に対応して、２０１９年６月にサービス開始しました。 

 

■ベビースターラーメンが、期間限定でプラレール鉄道とコラボ！ 

株式会社おやつカンパニーのスナック菓子「ベビースターラーメン丸（チキン）」の

商品パッケージが、２０２２年３月中旬から期間限定でプラレール鉄道「クロスライ

ナー」やプラレールの新幹線が描かれたデザインになって登場します。 

購入者を対象に、抽選で「夢中をキミきみに！プラレールベストセレクションセッ

ト」が当たるキャンペーンも実施いたします。 

商品 HP：www.oyatsu.co.jp/campaign/plarail_2022 

 

<商品概要> 

商 品 名： 「夢中をキミきみに！！プラレールベストセレクションセット」 

希望小売価格： ５，５００円（税込） 

発 売 予 定 日 ： ２０２２年４月２１日（木）  

対 象 年 齢： ３歳以上 

商 品 内 容： 車両本体（クロスライナー/３両編成）×１、直線レール（赤×1 含む）×３、1/2 直線レー

ル（グレー×1 含む）×２、1/4 直線レール（凸凹×2、凸凸×1、凹凹×1）×４、ストップ

レール（グレー）×１、ニュー坂レール×２、曲線レール×１４、ターンアウトレール（Ｌ・

Ｒ各 1）×２、ブロック橋脚×４、ブロック橋脚（黄緑）×２、小さな鉄橋枠×２、踏切（踏

切ベース×1、警報機×2、遮断かん×2）×１、きみのまち駅（ホーム×1、屋根×1）×１、

きみのまち駅（乗降ホーム）×１、立ち木（緑）×３、立ち木（黄緑）×３、お客さんブロッ

ク×１、たてものブロック×１、プレート×１、シール×１、取扱説明書×１ 

商 品 サ イ ズ ： 約 Ｗ１４８０×Ｄ７００×Ｈ１３０（ｍｍ）※レイアウト展開時 

使 用 電 池： 単３形乾電池×１本 ※電池は別売りです。 

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  「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

販 売 目 標： １０万個 

公 式 Ｈ Ｐ： www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/bestselection03/index.htm 

 
【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１,８００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）。 

＜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.oyatsu.co.jp/campaign/plarail_2022/
https://takaratomymall.jp/
https://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/bestselection03/index.htm

