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東海旅客鉄道株式会社 

 
リニア・鉄道館 秋の特別体験イベント 

「鉄道のおもしろさ、新発見！」開催について 
 

リニア・鉄道館では「鉄道のおもしろさ、新発見！」をテーマにお客様に鉄道のおもし

ろさについて知って、学んで、楽しんでいただくために、この秋も様々なイベントを開催

します。普段は車内に入ることができない車両の公開や特別展示などを行います。また、

芸術の秋にふさわしい音楽に関するイベントも実施します。是非、ご家族やご友人でお誘

いあわせの上ご来館ください。 

 
１.「鉄道のおもしろさ、新発見！」の実施概要について（別紙１） 
◆開催期間 平成２８年１０月１日（土）～１２月５日（月） 

 

◆イベント内容 

（１）新幹線試験電車（３００Ｘ）ガイド 

普段は公開していない３００Ｘの車内で、技術開発の概要や成果をスタッフが解説

します。 

 

（２）収蔵車両（オロネ１０、オハ３５）の特別公開 

収蔵車両エリアのオロネ１０（１等寝台車）、オハ３５（３等客車）の車内を特別に

公開！車内ではスタッフが車両について解説をします。※オロネ１０の車内は当館初

公開です。 

 

（３）みどころガイド 

展示車両や鉄道ジオラマなど、館内のみどころを解説します。 

 

（４）乗務員のお仕事紹介 

現役の新幹線運転士・車掌・パーサー、在来線車掌が普段のお仕事について紹介し

ます。 

 

（５）２階建てバスがやってくる！ 

ジェイアール東海バス㈱の２階建てバスがリニア・鉄道館のイベントに初登場。バ

スの運転士が普段のお仕事について紹介します。リニア・鉄道館周辺での体験乗車も

できます。 

 

（６）新幹線運転台の公開（記念撮影） 

普段は入ることのできない０系、１００系新幹線の運転台を公開します。こども用制

服を着用して記念撮影することもできます。 

 

（７）クイズラリー 

館内の展示物をヒントに学ぶことができるクイズラリーを開催します。ゴールされた

お子様には当館のオリジナルグッズをプレゼントします。 

 

 

 



（８）ミニトレイン運転 

屋外広場で新幹線などのミニトレインを運行します。乗車体験をお楽しみいただけま

す。 

 

（９）鉄道ジオラマ運転体験 

鉄道ジオラマの一区画にて、模型車両の運転体験をお楽しみいただけます。 

 

（１０）Ｃ５７形式蒸気機関車のお召し装飾 

天皇陛下の行幸の際に運転されるお召し列車。当時の装飾を施します。 

 

２.音楽関連イベントの開催について（別紙２） 
 

◆ＪＲ東海音楽クラブコンサートの開催 

ＪＲ東海の社員で構成される音楽クラブによるコンサートを開催します。鉄道をテー

マにした曲を中心に生演奏をお楽しみください。 

 

◆ＺＩＰ－ＦＭ公開生放送 

鉄道好きのアーティストを招き、鉄道にまつわるトークや曲などを生放送でお届けし

ます。ラジオの公開生放送は当館初開催です。 

 

◆ラッキィ池田の鉄道ダンス体操 

お子様を対象としたダンスイベント。ようかい体操第一の振付を手掛けたラッキィ池

田さんと一緒に、鉄道の曲に乗ってオリジナルダンスを踊ることが出来ます。 

 

３.収蔵展示室での特別展示（別紙３） 
◆開催期間 平成２８年１０月５日（水）～平成２９年２月２７日（月） 

◆展示内容 『３００Ｘ試験車両～最高速度記録から２０年～』 

 

４.ミュージアムショップ、デリカステーションにおけるフェア開催について
（別紙４） 
ミュージアムショップ及びデリカステーションで、食欲の秋ならではの鉄道グッズや、

鉄道をイメージしたお弁当を販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※開催日時、参加方法など詳細については別紙をご覧ください。 

※特段表記のないものは、入館料のみでお楽しみいただけます。 



 

 

リニア・鉄道館 秋の特別体験イベント「鉄道のおもしろさ、新発見！」開催内容 

 

（１）新幹線試験電車（３００Ｘ）ガイド 

普段は公開していない３００Ｘの車内で、技術開発の概要や成果をスタッフが解説します。車内では443km/h 

を記録した時の運転台の様子を再現します。 

※３００Ｘ…1996年に電車方式による当時の世界最高速度443km/hを記録した新幹線の試験車両。 

①開催日時：１０月５日（水）～１１月７日（月）の休館日除く毎日 

１１：００～、１５：３０～ 

（10/8～10/23の土休日、11/5,6は15：30～のみ） 

②参加方法：館内にて受付（先着順：各回１５名程度） 

③所要時間：約３０分 

 

 

（２）収蔵車両（オロネ１０、オハ３５）の特別公開 

収蔵車両エリアのオロネ１０（１等寝台車）、オハ３５（３等客車）の車

内を特別に公開！車内ではスタッフが車両について解説をします。※オロ

ネ１０の車内は当館初公開です。 

①開催日時：１１月１２日（土）～１２月４日（日）の土休日 

      １２：３０～、１５：３０～ 

②参加方法：館内にて受付（先着順：各回３０名程度） 

③所要時間：約３０分 

 

 

 

 

 

（３）みどころガイド 

展示車両や鉄道ジオラマなど、館内展示物のみどころをスタッフが分かりやすくご紹介します。 

①開催日時：１０月１日（土）～１２月５日（月）の休館日除く毎日 

１４：３０～ 

②参加方法：館内にて受付（先着順：各回１５名程度） 

③所要時間：約３０分 

 

 

 

過去のイベントの様子 

オロネ１０形式客車車内 

過去のイベントの様子 

別紙１ 

オハ３５形式客車車内 



 

（４）乗務員のお仕事紹介 

現役の新幹線運転士・車掌・パーサー、在来線車掌が普段のお仕事について紹介します。 

①開催日時: 

【新幹線パーサー】１０月８日（土）、９日（日）、１０日（月・祝） 

【新幹線運転士】 １０月１５日（土）、１６日（日）、２２日（土）、２３日（日） 

【在来線車掌】  １１月５日（土）、６日（日） 

【新幹線車掌】  １１月１９日（土）、２０日（日）、２６日（土）、２７日（日） 

                  各日とも１１：００～、１３：３０～ 

②参加方法：館内にて受付（先着順：各回２０名程度） 

③所要時間：約３０分 

※10/8（土）～10/10（月・祝）は１１７系車内にてパーサーがお弁当など 

ワゴン販売をする時間を設けます。詳細は別紙４を参照ください。 

   ※都合によりイベントを予告なく中止することがあります。 

 

 

（５）２階建てバスがやってくる！ 

ジェイアール東海バス㈱の２階建てバスがリニア・鉄道館のイベントに初登場。バスの運転士が普段のお仕事

について紹介します。リニア・鉄道館周辺での体験乗車もできます。 

①開催日時：１１月２６日（土）、２７日（日） 

      １１：３０～、１３：００～ 

②参加方法：館内にて受付（先着順：各回２５名程度） 

③所要時間：約３０分（体験乗車時間を含む） 

 

※体験乗車は当館を出発し当館に帰着するものです。体験乗車後、再入館できます。 

※バス車内を自由見学いただける時間を設けます（当日の入館券をお持ちの方に限ります）。 

※都合によりバス車種の変更、またはイベントを予告なく中止することがあります。 

 

 

（６）新幹線運転台の公開（記念撮影） 

普段は入ることができない０系、１００系新幹線の運転台を公開します。運転台ではこども用制服を着用して記

念撮影をすることもできます。また、スタッフが撮影した写真を特製台紙に入れてお渡しするフォトサービスも

行います（有料）。 

【１００系新幹線】 

①開催期間：１０月１日（土）～１１月７日（月）の休館日除く毎日 

②開催場所：１００系１２３形式新幹線 

③参加方法：１００系１２３形式新幹線のホームにて受付 

【０系新幹線】 

①開催期間：１１月９日（水）～１２月５日（月）の休館日除く毎日 

②開催場所：０系２１形式新幹線 

③参加方法：０系２１形式新幹線のホームにて受付 

 

〔先着順：各日約８５組（※１組最大４名まで）〕 

※フォトサービスおねだん：１，０３０円〔記念カードとセットの場合は１，５３０円（税込）〕 

過去のイベントの様子 

２階建てバス 

過去のイベントの様子 



（７）クイズラリー 

館内の展示物をヒントに学ぶことができるクイズラリーを開催します。なお、ゴールされたお子様には当館の

オリジナルグッズをプレゼントします。 

①開催期間：１０月１日（土）～１２月４日（日）の土休日 

②参加方法：館内で「探検シート」を配布、自由にご参加いただけます。 

※小学生以下のお子様が対象です。 

※クイズラリーの内容は、変更になる場合があります。 

 

 

（８）ミニトレイン運転 

  施設内の屋外広場で新幹線などのミニトレインを運行します。乗車体験をお楽しみいただけます。 

①開催日時：１０月２９日（土）、３０日（日） 

    １０：３０～１２：００、１３：００～１５：３０ 

②開催場所：屋外展示１１７系電車横の広場 

（雨天時は屋内においてミニ新幹線を運行予定）  

③参加方法：現地にて受付（先着順：各日８００名程度） 

④所要時間：１周約２～３分 

※未就学児の方は保護者と一緒にご乗車ください。 

※乗車する列車は選べません。 

 

（９）鉄道ジオラマ運転体験 

鉄道ジオラマの一区画にて運転操作ができる運転台を設け、模型車両の先頭部に取り付けたカメラからの風景を

モニターで見ながら運転体験をお楽しみいただけます。 

①開催日時：１１月９日（水）～１２月５日（月）の休館日除く平日 

      １１：００～１２：００、１３：００～１４：００ 

②開催場所：鉄道ジオラマ 

③参加方法：館内にて受付（先着順：各回６０名程度） 

④所要時間：約２分※１回２周 

 

 

 

（１０）Ｃ５７形式蒸気機関車のお召し装飾 

  天皇陛下の行幸などの際に運転されるお召し列車。当時の装飾を施します。 

①開催期間：１０月１２日（水）～１０月３１日（月） 

 

 

 

 

 

 

イベントの参加方法など詳しくは９月３０日より「リニア・鉄道館」のホームページでご案内します。 

（http://museum.jr-central.co.jp/） 

※特段表記のないものを除き入館料のみでお楽しみいただけます。 
※写真は全てイメージです。 

 

過去のイベントの様子 

過去のイベントの様子 

過去のイベントの様子 

過去のイベントの様子 

http://museum.jr-central.co.jp/


 

音楽関連イベントの開催について 
 

１. ＪＲ東海音楽クラブコンサート 
ＪＲ東海の社員で構成される音楽クラブによるコンサートを開催します。鉄道をテーマにした曲

を中心に生演奏をお楽しみください。 
 
①開催日時：１０月２日（日） 

     １１：００～、１３：００～、１５：００～ 
②開催場所：イベント広場 
③所要時間：約３０分 

 
 
 
 
２. ＺＩＰ－ＦＭ公開生放送 

鉄道好きのアーティストを招き、鉄道にまつわるトークや曲などを生放送でお届けします。 
ラジオの公開生放送は当館初開催です。 

 
①開催日時：１０月１０日（月・祝） 

     ９：００～１４：００ 
②開催場所：イベント広場（放送ブースを設置） 
③出演者 ： ミュージック・ナビゲーター／花上裕香 

ロングランゲスト／杉浦哲郎（スギテツ） 
ゲスト／SUPER BELL''Z  

 
※生放送は９：００からですが、放送ブースをご覧いただけるのは 
開館する１０：００以降です。（入館料が必要です） 

※イベント当日はご来館されたお客様全員に、リニア・鉄道館オリ 
ジナル学習帳をプレゼントします。 

 
 
３. ラッキィ池田の鉄道ダンス体操 

お子様を対象としたダンスイベント。ようかい体操第一の振付を手掛けたラッキィ池田さんと一

緒に、鉄道の曲に乗ってオリジナルダンスを踊ることが出来ます。 

 

①開催日時：１１月１３日（日） 

      １１：００～、１４：００～ 
②開催場所：イベント広場 
③参加方法：館内にて整理券配布（先着順：各回２２０名程度） 
④所要時間：約４０分 

 
 
 
 

別紙２ 

過去のイベントの様子 

生放送（イメージ） 

イベントの参加方法など詳しくは９月３０日より「リニア・鉄道館」のホームページでご案内します。

（http://museum.jr-central.co.jp/） 

※特段表記のないものを除き入館料のみでお楽しみいただけます。 
※写真は全てイメージです。 

http://museum.jr-central.co.jp/


特別展示『300X試験車両 ～最高速度記録から 20年～』の開催について 

 

955形新幹線試験電車（通称：300X）が電車方式として当時の世界最高速度（443.0km/h）を記録して20年

が過ぎました。下記の通り、300Xを中心とした東海道新幹線の「試験車両」に関する特別展示を行い、これ

まで果たしてきた役割、成果を振り返ります。 

 
（１）開催期間：平成２８年１０月５日（水）～平成２９年２月２７日（月） 

 

（２）開催場所：２階「収蔵展示室」  ※入館料のみでご覧いただけます。 

 

（３）概  要： 1964（昭和39）年10月、最高速度210km/hで開業した東海道新幹線 は、安全・安定輸

送の確保を最優先に、日本の大動脈輸送を担い続けています。 1992（平成4）年3月、

300系のデビューとともに270km/h運転を実現、2015（平成27）年3月にはN700Aタイプ

の車両により東海道新幹線の最高速度を285km/hに向上しました。 

         これら、新幹線の進化を実現するためには、「試験車両」が大きな役割を果たしてきまし

た。今回の特別展示では、最新・最良の高速鉄道システムの実現を目指してJR東海が1995

（平成7）年に製作した300Xを中心に取り上げ、技術開発の概要や成果を紹介します。 

         また、東海道新幹線開業に向け、高速運転における諸課題を解決すべく製作された試験

車両1000形、新幹線の速度向上を目指して国鉄が昭和40年代に製作した試験車両951

形、961形を併せて紹介します。 

別紙３ 

３００Ｘの試験走行時の様子 



お弁当「ひかり」・・・１，０３０円 

 

※写真はイメージです 

 

 

 

ミュージアムショップ、デリカステーションにおけるフェア開催について 
 

 

（１）ミュージアムショップ「鉄道グッズで秋を楽しもう！」 

 ミュージアムショップでは、「読書」「芸術」「食欲」３つの秋をお楽しみいただける鉄道グッズを販売します。 

○期間    ：平成２８年１０月３１日（月）まで 

  

○取扱商品：ブックカバー         (１，２９６円)   

      しおり        (５９４円・６４８円)   

      自由帳             (３００円)  

      マスキングテープ        (３２４円)  

メラミンプレート            (１，０８０円) 

       メラミンタンブラー              (５４０円) 

       メラミンフォーク、スプーン  （各２１６円） 

     ※いずれも税込価格 

〇販売箇所：１階ミュージアムショップ 

 

（２）デリカステーション 

①「鉄道の日記念弁当フェア！」 

鉄道をイメージしたお弁当をデリカステーションで販売しますので、ぜひこの機会にお楽しみください。 

○期間     ：平成２８年１０月８日（土）～１０月１０日（月・祝） 

 

  ○取扱商品： 

      松浦商店「ひかり」      （１，０３０円）※期間中のみ販売 

      松浦商店「こだま」          （７６０円）※期間中のみ販売 

だるま「ＳＬ釜めし」       （９３０円）※期間中のみ販売 

「東海道新幹線記念弁当」 （１，０００円） 

      「Dr.Yellow lunch box」  （１，０００円） 

      「キッズサンド」          （５００円） 

                                   ※いずれも税込価格 

〇販売箇所：２階デリカステーション 

 

 

②「パーサーによる１１７系車内販売」 

  屋外展示車両（１１７系）にてパーサーがお弁当やお飲み物などをワゴンにて販売します。 

  今回初めてのイベントとなりますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。 

 〇期間  ：平成２８年１０月８日(土)～１０日（月・祝） 

各日とも１２：００～１３：００（予定） 

※各イベントの状況により短縮もしくは変更となる 

場合がございます。 

       ※１１７系車内でお召し上がりいただけます。 

メラミン食器 
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