2021 年３月 22 日
鉄 道 博 物 館

鉄道博物館イベント展
「シンカリオン展～超進化研究所のひみつ～」の開催について
本展では、鉄道博物館が舞台となっている『新幹線変形ロボ シンカリオン』誕生の歴史
を紐解き、博物館ならではの目線で解説します。ここでしか見ることのできない、新幹線超
進化研究所やＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』に関する資料のほか、ＴＶア
ニメができるまでの制作の秘密などもご紹介します。

さらに、謎を解きながら館内を巡るオリジナルストーリーの謎解きラリー「解き明かせ！！
超進化研究所の謎！」や、過去に放送されたＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』の
一挙公開など、期間中、様々なイベントを行います。お子さまから大人まで、幅広い年齢層の
お客さまにお楽しみいただけます。
１

会

期

2021 年３月 27 日（土）～９月６日（月）

２

会

場

本館２Ｆ スペシャルギャラリー１ ほか

３

入 場 料

無料 ※入館料のみでご覧いただけます。

【入館料（税込み）
】
一般

小中高生

幼児

前売料金（前日まで）

1,230 円

510 円

210 円

当日料金

1,330 円

620 円

310 円

※幼児は３歳以上未就学児。
※ご入館の際は、必ず予め指定のコンビニエンスストアで事前
に時間指定の「入館券」
（枚数限定）をご購入ください。

４

主

催

５

開催内容

鉄道博物館
詳細は別紙参照

◆◆展示・イベント一覧◆◆
１ メイン展示
２ オリジナルストーリーの謎解きラリー「解き明かせ！！超進化研究所の謎！」
３ 新幹線超進化研究所のスタッフを探せ！
４ ＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』一挙公開！
５ ＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』主人公・新多シンによる館内放送
６ ＴＶアニメに登場した駅弁をテーマにした駅弁祭り
７ オリジナルキャンドル作り体験イベントにシンカリオンＺのガラスボードが初登場！
８ ＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』に関連した商品の販売

別紙
鉄道博物館イベント展「シンカリオン展～超進化研究所のひみつ～」
展示・イベント内容
１

メイン展示

『新幹線変形ロボ シンカリオン』の基地である「新幹線超進化研究所」の舞台となっている
鉄道博物館で、シンカリオン誕生の歴史を紐解きます。
本展では、ここでしか見ることのできない、新幹線超進化研究所に関する資料や、2021 年４
月から放送開始するＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』の資料を初公開するほか、
ＴＶアニメができるまでの制作の秘密もご紹介します。
さらに、初めて６体のシンカリオン立像が大集合し、シンカリオンのモデルになった新幹線電
車の 1/20 精密模型も展示します。
■開催期間 2021 年３月 27 日（土）～９月６日（月）
■場

所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー１

■展示内容 シンカリオン関連資料（アニメ制作時の絵コンテ、メインキャラクターの原画など）
パネル展示
新幹線電車 1/20 精密模型
『新幹線変形ロボ シンカリオン』立像 ほか
ＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』ができるまでの秘密をご紹介

新幹線超進化研究所の大宮支部の施設を

メインキャラクターができるまでの原画や

徹底解剖！！業務内容もご紹介します！

アニメ制作時の絵コンテ等を初公開します！

関連資料・パネル展示
この 6 体のシンカリオンが揃うのは初めてです！

シンカリオン立像

精密に作られた新幹線電車の 1/20 模型を
間近で見てみよう！

新幹線電車 1/20 精密模型

２

オリジナルストーリーの謎解きラリー「解き明かせ！！超進化研究所の謎！」

館内各所に隠されたヒントをもとに、ＴＶアニメの登場人物たちから出題される謎を解きながら
鉄道について学べる、お子さまから大人までお楽しみいただけるオリジナルラリーです。シンカリ
オンの運転士候補の一人として、館内に隠された５つの謎を解き明かそう！！
■開催期間 2021 年３月 27 日（土）～９月６日（月）

謎を解いて、シンカリオンの

■謎解きシート配布場所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー前 ほか

運転士を目指そう！

謎解きシート（イメージ）

※謎解きシートがなくなり次第配布を終了します。（お一人様１枚まで）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、筆記用具はご自身でご持参ください。

３ 新幹線超進化研究所のスタッフを探せ！
新幹線超進化研究所の制服を着たスタッフが、館内に登場します。
そのスタッフを見つけて、開催中のオリジナルストーリーの謎解きラリー
「解き明かせ！！超進化研究所の謎！」の最後の謎の答えを伝えて正解す
ると、各日先着 10 名さまにオリジナルステッカーをプレゼント！
■開催期間 2021 年３月 29 日（月）～６月 14 日（月）の平日のみ
■場

所 館内各所

■定

員 各日先着 10 名（なくなり次第終了）

新幹線超進化研究所の
制服を着たスタッフ

※スタッフの登場時間は不定期です。
※オリジナルステッカーは、本展開催期間中、本館１Ｆ ミュージアムショップ
TRAINIART（トレニアート）にてご購入いただけます（売り切れ次第、販売を
終了します）。
オリジナルステッカー

４

ＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』一挙公開！

過去に放送されたＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』（全 76 話）
はや すぎ

を１日２話ずつ公開します。主人公・速杉ハヤトが日本の平和と安全を守る
ため、Ｅ５はやぶさと共に巨大怪物体へ立ち向かう、ＴＶアニメ『新幹線変
形ロボ シンカリオン』の映像をてっぱくホールの迫力ある大型スクリーンで
お楽しみください。
■開催期間 2021 年３月 27 日（土）～９月６日（月）
■時

間 １回目 11：30～12：00 ２回目 12：15～12：45

■場

所 北館 てっぱくホール

■定

員 約 40 名

※途中の入退室は自由です。

ＴＶアニメ
『新幹線変形ロボ シンカリオン』
主人公・速杉ハヤト
（イメージ）

※一部、公開しない日があります。公開スケジュールは当館ホームページで
ご確認ください。

５

ＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』主人公・新多シンによる館内放送

４月から放送開始するＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』の
あら た

主人公・新多シンによる館内放送を行います。期間中、てっぱくでしか聴く
ことのできない特別な館内放送をお楽しみください。
■開催期間 2021 年４月９日（金）～９月６日（月）
■時

間 11：15 頃

ＴＶアニメ
『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』
主人公・新多シン
（イメージ）

６

ＴＶアニメに登場した駅弁をテーマにした駅弁祭り

過去に放送されたＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』に登場した駅弁を中心に販売
します。この機会にぜひご賞味ください。
■開催期間 一期 2021 年３月 27 日（土）、28 日（日）
二期 2021 年５月１日（土）～５月５日（水・祝）
三期 2021 年８月 11 日（水）～８月 15 日（日）
■時

間 10：30～14：00（売り切れ次第終了）

■場

所 本館２Ｆ ステンドグラス前

ＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』
チキン弁当登場シーン（イメージ）

【販売する駅弁（一例）
】

チキン弁当
【900 円（税込み）
】

深川めし
【900 円（税込み）
】

新幹線Ｅ７系弁当
【1,300 円（税込み）
】

昭和 39 年より販売しているロング
セラー商品です。昔ながらのから
揚げとトマト風味ライスの組み合
わせを楽しめるお弁当です。

あさりのうま味と生姜の効いた
深川煮と穴子を豪快に盛り込ん
だお弁当です。

新幹線Ｅ７系型の容器にお子さま
に人気のおかずを詰め込んだお弁
当です。食べた後もお楽しみいた
だけます。

※価格・内容は変更になる場合があります。ご購入には入館料が必要です。
※数量に限りがありますので品切れの際はご容赦ください。

７ オリジナルキャンドル作り体験イベントにシンカリオンＺのガラスボードが初登場！
グラスの中に自分の好きな色の砂を入れて、電車などのガラス細工を置いて
オリジナルのキャンドルを作ります。本展の開催に合わせて、シンカリオンＺ
のガラスボードが初登場します！
■開催期間 一期 2021 年３月 27 日（土）～４月５日（月）

キャンドル（イメージ）

二期 2021 年４月 24 日（土）～５月 10 日（月）
三期 2021 年７月 31 日（土）～８月 31 日（火）
■時

間 10：00～16：50 (最終受付 16：00 まで)

■場

所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー前

■料

金 基本セット 1,210 円（税込み）から

初登場！

※基本セットは、グラス・カラー砂・鉄道博物館ロゴプレートのセットです。
グラスの大きさや、ガラス細工等のオプションによって料金が変わります。
※ご体験には入館料が必要です。

シンカリオンＺのガラスボード
（イメージ）

８ ＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』に関連した商品の販売
４月から放送開始するＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』に関連した商品をミュ
ージアムショップ TRAINIART（トレニアート）にて販売します。鉄道博物館でしか手に入らない
限定商品（数量限定）もありますので、この機会にぜひお求めください。
■開催期間 2021 年３月 27 日（土）～９月６日（月）
■時

間 10：00～17：00

■場

所 本館１Ｆ ミュージアムショップ TRAINIART（トレニアート）

【鉄道博物館限定商品】

『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』
ステッカー 新幹線超進化研究所
【330 円（税込み）
】

『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』
缶バッジ 新幹線超進化研究所
【350 円（税込み）
】

『新幹線変形ロボ シンカリオンＺ』
カードケース
【550 円（税込み）
】

※売り切れ次第、販売を終了します。
※価格・内容は変更になる場合があります。ご購入には入館料が必要です。

Ⓒプロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS
Ⓒプロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所
シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所 Z・TX
Z・TX
Ⓒプロジェクト
Ⓒプロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所 Z・TX

