（共同リリース）
２０１７年９月２８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

ついに『新幹線変形ロボ シンカリオン』新プロジェクト概要発表！

「シンカリオン スペシャルトークショー in 鉄道フェスティバル」
１０月７日(土)開催決定！
ゲストに石原良純さんを迎え、シンカリオンの魅力を語り尽くす！
謎に包まれた「新プロジェクト」の内容もついに明らかに！

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）について、１０月７日(土)の第２４回鉄道フェスティバルにてスペシャ
ルトークショーを開催することが決定致しました。
鉄道ファンで知られる俳優・気象予報士の石原良純さんをゲストに迎え、鉄道愛・新幹線愛・シンカ
リオン愛を熱く語っていただきます。スペシャルトークショー後半では、初お目見えとなる「シンカリ
オン Ｅ６」をはじめとするシンカリオンたちも登場予定。さらに、９月５日(火)より公式ホームページ
http://www.shinkalion.com/にて告知され、約１ヶ月間カウントダウンの始まっていた「『新幹線変形ロ
ボ シンカリオン』新プロジェクト始動！」の概要もついに明らかになります。
また、トークショー以外にも、会場内シンカリオンブースではシンカリオン関連商品の販売や展示、
オリジナルステッカー（非売品）やマルタイ「シンカリオン 棒ラーメン」
（非売品）の配布を行うなど、
盛りだくさんの展開となっております。

■第２４回鉄道フェスティバルについて
＜第２４回鉄道フェスティバル開催概要＞
日時：１０月７日(土)１０：００～１７：００
１０月８日(日)１０：００～１７：００
場所：日比谷公園 大噴水広場周辺

※テッピーは公益財団法人日本交通文化協会の登録商標です。

JR 有楽町駅から徒歩約１０分/東京メトロ日比谷線・千代田線日比谷駅から徒歩約３分
都営三田線日比谷駅から徒歩約３分/都営三田線内幸町駅から徒歩約１分
東京メトロ丸の内線霞ヶ関駅から徒歩約５分/東京メトロ有楽町線桜田門駅から徒歩約１１分
※イベント会場用に駐車場・駐輪場はございません。当日は電車でお越しください。

概要：１０月１４日に制定されている「鉄道の日」にちなんで開催されるイベント。会場では JR 各社・
私鉄各社・協賛会社など約６２社が出展ブースを設け、オリジナルグッズの販売や展示を行うほ
か、「きかんしゃトーマス」のキャラクターショー、ミニ SL 乗車会（強風・雨天時中止）、ファ
ミリーゲーム大会などの催しを予定。同フェスティバルには昨年、２日間で１２万４千人が来場。
今年は、天候が良ければ２日間で１３～１４万人の来場を見込んでいる。雨天決行。
入場料：無料
問い合わせ先：第２４回「鉄道の日」運営事務局
０３－３４４４－６６０６（土・日・祝日を除く１０：００～１８：００）

■「シンカリオン スペシャルトークショー in

鉄道フェスティバル」について

＜シンカリオン スペシャルトークショー開催概要＞
日時：１０月７日(土)１５：１５～１５：４５
※前後のステージプログラム・混雑状況・天候等により、開催時間が多少前後する可能性がございます。

場所：日比谷公園 小音楽堂
登壇者：石原良純さん、シンカリオン Ｅ５、シンカリオン Ｅ６、シンカリオン Ｅ７、
シンカリオン Ｎ７００Ａ
参加費：無料
※整理券の配布等はございません。当日の混雑状況等によっては着席での観覧をご案内できない場合もございますので、
予めご了承ください。
※雨天時の実施判断については、鉄道フェスティバルに準じます。

■シンカリオン ブースについて
＜シンカリオン ブース展開概要＞
日時：１０月７日(土)１０：００～１７：００
１０月８日(日)１０：００～１７：００
※当日の混雑状況・天候等により、開催時間が多少前後する可能性がございます。

場所：日比谷公園 日比谷公会堂前
展開内容：①シンカリオン関連商品の販売
プラレール 新幹線変形ロボ シンカリオン 各種/４,０００円 ほか
シンカリオン メダルキーホルダー/８０６円
シンカリオン クリアファイル（Ｅ５、Ｅ６、Ｅ７）/３８０円
シンカリオン クリアファイル（７００、Ｎ７００、７００ひかりレールスター）/３８０円
シンカリオン お名前シール/２００円
シンカリオン 自由帳/４００円

シンカリオン 消しゴム３Ｐセット（Ｅ５、Ｅ６、Ｅ７）/４５４円
シンカリオン 消しゴム３Ｐセット（７００、Ｎ７００、７００ひかりレールスター）/４５４円
シンカリオン １５ｃｍ定規（Ｅ５、Ｅ６、Ｅ７）/３２４円
シンカリオン １５ｃｍ定規（７００、Ｎ７００、７００ひかりレールスター）/３２４円 など
※金額はすべて希望小売価格（税抜） ※一部商品内容が変更になる場合がございます。

②シンカリオン オリジナルステッカー（非売品）の配布
＜マルタイラーメン＞

③マルタイ「シンカリオン 棒ラーメン」（非売品）の配布

シンカリオン ブース付近にて、マルタイ「シンカリオン 棒ラーメン」
（非売品）を無料配布致します。（お１人様１個まで）
さらに、SNS でハッシュタグ「#シンカリオン棒ラーメン」を付けて同
じ商品が写っている写真を投稿いただくと、もれなくもう１個プレゼン
トいたします。
※「シンカリオン スペシャルトークショー in 鉄道フェスティバル」終了後の配布
となります。（１０月７日(土)１５：４５以降）配布状況等によって、配布を中止
させていただく時間帯もございますので、予めご了承ください。

※当日はシンカリオン仕様のオリジナルパッケージで配布予定です。お楽しみに！
※雨天時の実施判断については、鉄道フェスティバルに準じます。

■石原良純さんについて
俳優・気象予報士。1962 年 1 月 15 日生まれ、 神奈川県逗子市出身。A 型。
父は元東京都知事の石原慎太郎。叔父は石原裕次郎(故人)。
1982 年、

画『

』で

ュー。

画、舞台、テレ

番組で活躍。

1997 年、気象予報士。日本の四季、気象だけではなく、
地球の自然環境問題にも力を入れている。

■「新幹線変形ロボ シンカリオン」新プロジェクトについて
９月５日(火)より、公式ホームページ http://www.shinkalion.com/にて、ティザー ジュアルの公開と、
「新プロジェクト内容発表まであと●●日」というカウントダウンが開始。本トークショーにて、予定
発表となっております。
＜ティザー ジュアル＞

＜カウントダウン表示＞

©プロジェクト シンカリオン ＪＲ東日本商品化許諾済

■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。９月１日（金）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！

「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

◎【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
◎【

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 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]

◎【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！

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 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 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
代表取締役社長
本社所在地
設立
資本金
従業員数
事業内容

会社概要
： H.G.メイ
： 東京都葛飾区立石 7-9-10
： 1953 年 1 月
： 34 億 5,953 万円
： 連結 1951 人 単体 495 人（2017 年 3 月 31 日現在）
： 玩具・雑貨・カードゲーム・乳幼児関連商品等の企

