
山陽新幹線の全線開業から

　山陽新幹線の全線開業から40周年、「エヴァンゲリオン」

のＴＶ放送開始から20周年を記念して、11月7日（土）より、

山陽新幹線に「500 TYPE EVA」車両が運転します。

これに合わせて、山陽新幹線主要駅のおみやげ店舗を中心に、

北陸、山陰、京阪神のＪＲ西日本エリアの主なおみやげ店舗、セブン-イレブンハートイン約

５０店舗にて、「500 TYPE EVA」オリジナル土産菓子、オリジナルグッズを販売します。

また、広島限定、福岡限定のオリジナルグッズも販売します。

（１）展開期間 平成２７年１１月４日（水）～

（２）展開店舗 山陽新幹線主要駅、北陸、山陰、京阪神などＪＲ西日本エリアの

約２８駅、５７店舗にて展開【「別紙１展開店舗一覧」参照】

（３）取扱商品 「500 TYPE EVA」オリジナル土産菓子 7品

「500 TYPE EVA」オリジナルグッズ 17品

※広島限定商品

「500 TYPE EVA」メタルキーホルダー（黒） 648 円（税込）

「500 TYPE EVA」タッチ＆ゴーパスケース 648 円（税込）

福岡限定商品

「500 TYPE EVA」メタルキーホルダー（紫） 648 円（税込）

「500 TYPE EVA」ハードカバーノート 未定

※【「別紙１－２」及び「別紙１－３」参照】

※「500 TYPE EVA」オリジナル商品他、エヴァンゲリオンオリジナル

商品も併せて販売

平成２７年１０月２１日

「新幹線：エヴァンゲリオンプロジェクト」始動！

５００ TYPE EVA
オリジナル商品の発売について



駅名 店名 駅名 店舗

京都 ＳＥＨ　ＪＲ京都駅中央改札口 天王寺 ハート・イン天王寺中央口

京都 ニューキヨスク京都 天王寺 ハート・イン天王寺東口

京都 キヨスク京都３号 天王寺 アントレマルシェ天王寺

京都 おみやげ街道（京都6号） 弁天町 ハート・イン弁天町

京都 キヨスク京都８-１号 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨ ハート・インUC

彦根 SEＨ　JR彦根駅北口 長居 ハート・イン長居

高槻 ハート・イン高槻中央口 鳳 ハート・イン鳳

新大阪 アントレマルシェエキマルシェ新大阪 和泉府中 ハート・イン和泉府中

新大阪 アントレマルシェ新大阪中央 和歌山 ハート・イン和歌山

新大阪 ハート・イン新大阪西 和歌山 キヨスク和歌山１号

新大阪 ハート・イン新大阪南口 金沢 おみやげ処金沢

新大阪 ハート・イン新大阪東口改札内 金沢 ハート・イン金沢

新大阪 ＳＥＨ　ＪＲ新大阪駅1階 岡山 おみやげ街道桃太郎

大阪 アントレマルシェ大阪セントラルコート 岡山 おみやげ街道晴れの国

大阪 ハート・イン大阪 岡山 おみやげ街道岡山

大阪 ハート・イン大阪北陸ホーム 倉敷 おみやげ街道倉敷

大阪 ハート・イン大阪御堂筋口 福山 おみやげ街道福山

大阪 ハート・イン桜橋口 広島 おみやげプラザ★

大阪 ハート・イン連絡橋口 広島 お土産街道広島２号★

三ノ宮 アントレマルシェ三ノ宮 広島 お土産街道３号★

三ノ宮 ＳＥＨ　ＪＲ三ノ宮駅東口 新山口 新山口３号

新神戸 新神戸アントレマルシェ 鳥取 ハート・イン鳥取

新神戸 ニューキヨスク新神戸上り東 鳥取 キヨスク楽市

西明石 ＳＥＨ　ＪＲ西明石駅西改札口 出雲 デイリーイン出雲

姫路 ハート・イン姫路 小倉 お土産街道小倉★

姫路 ハート・イン姫路北口 博多 ひかりキヨスク★

姫路 ハート・イン姫路改札内 博多 お土産街道博多★

姫路 姫路お土産楽市 駅数 店舗数

天満 ニューキヨスク天満 28 57

京橋 キヨスク京橋３号

※★は、福岡限定、広島限定商品取扱店舗を示す

※「ＳＥＨ」はセブン-イレブンハートインを示す

【別紙１】展開店舗一覧



500 TYPE EVAプリントクッキー
24枚入

500 TYPE EVA
タブレットレモンラムネ

エヴァンゲリオン
×500系キャラメル

■売価（税込） 888円
■商品情報
「500 TYPE EVA」をデザインした缶
に、プロジェクトロゴが印字されたオリ
ジナルプレーン味のクッキー。

■売価（税込） 398円
■商品情報
すっきりレモン風味のタブレット。外装
はシックな「500 TYPE EVA」車両のタ
ブレット缶。

■売価（税込） 300円
■商品情報
「500 TYPE EVA」、プロジェクトロゴ
をコンパクトにまとめたパッケージ。ミ
ルク風味のキャラメル。

500 TYPE EVAポテトスナック
（たこ焼き風味）50ｇ×2袋

500 TYPE EVAポテトスナック
（レモン風味）50ｇ×2袋

500 TYPE EVAポテトスナック
（牡蠣しょうゆ風味）50ｇ×2袋

500 TYPE EVAポテトスナック
（明太子風味）50ｇ×2袋

■売価（税込） 680円
■商品情報
「５００ ＴＹＰＥ ＥＶＡ」車両に模した
パッケージのポテトスナック。関西限
定はたこ焼き風味。

■売価（税込） 680円
■商品情報
「５００ ＴＹＰＥ ＥＶＡ」車両に模した
パッケージのポテトスナック。岡山限
定はレモン風味。

■売価（税込） 680円
■商品情報
「５００ ＴＹＰＥ ＥＶＡ」車両に模した
パッケージのポテトスナック。広島・山
口限定は牡蠣しょうゆ風味。

■売価（税込） 680円
■商品情報
「５００ ＴＹＰＥ ＥＶＡ」車両に模した
パッケージのポテトスナック。福岡限
定は明太子風味。

※↑クッキー柄

(表)

(裏)

関西限定 岡山限定 広島・山口限

定
福岡限定

【別紙1-2】「500 TYPE EVA」オリジナル土産菓子リスト



(表紙)

(中デザイン)

500TYPE EVA
メタルキーホルダー（紫）

■売価（税込） 648円
■商品情報

「新幹線：エヴァンゲリオンプ
ロジェクト」オリジナルデザイン
のストラップ。紫色が福岡限定

ゴムベルト付
ハードカバーノート

■売価（税込） 調整中
■商品情報

「５００ TYPE EVA」デザイン
が入ったハードカバーノート。

【福岡限定】【広島限定】

500TYPE EVA
メタルキーホルダー（黒）

■売価（税込） 648円
■商品情報

「新幹線：エヴァンゲリオンプ
ロジェクト」オリジナルデザイン
のストラップ。黒色が広島限定

500TYPE EVA
タッチ＆ゴーパスケース

■売価（税込） 648円
■商品情報

「５００ TYPE EVA」オリジナ
ルデザインのプラスチック製の
ＩＣ乗車券専用のケース。

【別紙1-3】オリジナルグッズ 福岡・広島限定商品
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