
 平成２９年６月５日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

リニア・鉄道館 夏イベント開催のお知らせ 

 

リニア・鉄道館では「夏の自由研究！本物の世界を探検しよう！」をテーマに子どもか

ら大人まで楽しめる様々なイベントを開催いたします。おすすめは、夏の自由研究のヒン

トとなるガイドツアーや、新幹線の安全を支えるドクターイエローに乗務し検測員として

活躍する社員によるお仕事紹介など！その他にも新幹線運転台公開やペーパークラフト作

成、また、ご来館されたお客様へ先着順でプレゼントもご用意しています。 

今年の夏もリニア・鉄道館へ！ご家族やご友人でお誘いあわせの上、お越しください。 

 

 
１．「夏の自由研究！本物の世界を探検しよう！」のイベントについて（別紙１） 

 ◆開催期間 平成２９年６月１０日（土）～平成２９年９月１１日（月） 

  ※毎週火曜日は休館日ですが、７月１９日（水）～９月４日（月）の期間は毎日開館

します。 

 

（１）ガイドツアー「新幹線車両の技術と進化について（自由研究編）」 

新幹線車両の進化についてスタッフがご紹介します。夏の自由研究の参考とする
のもおすすめです。 

（２）ガイドツアー「ドクターイエローの秘密を探ろう！」 

ドクターイエローの歴史や役割についてスタッフがご紹介します。また、普段は
公開していない測定機器室および運転台を特別にご案内します。 

（３）企画展担当者による解説  

第６回企画展 「ドクターイエローの軌跡 The History of Dr. Yellow」の各種

展示について担当者が解説します。 

（４）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解説します。 

（５）お仕事紹介（駅係員・在来線車掌・新幹線車掌・ドクターイエロー検測員） 

  ※ドクターイエロー検測員によるお仕事紹介は、今回初開催 
現役の社員などが普段の業務内容についてご紹介します。 

（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。お子様
は子ども用制服を着て記念撮影を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新幹線の特徴などについて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）ペーパークラフトを作ってみよう！ 

人気の東海道新幹線車両をペーパークラフトで作ることができます。 

 



２．その他イベントについて（別紙２） 

（１）黄色いバスがやってくる！ ※今回初開催 

ジェイアール東海バス㈱の乗務員訓練車がリニア・鉄道館に初登場。乗務員が普
段のお仕事や訓練車の設備などについて紹介します。 

（２）きかんしゃトーマスキャラクターショー 
きかんしゃトーマスキャラクターショーや、特別映像の上映会を行います。 

（３）アマテュール室内管弦楽団ストリングスによる演奏会 ※今回初開催 

アマテュール室内管弦楽団（名古屋地区で活動する、指揮なしのアンサンブルオ
ーケストラ）による演奏会を行います。 

（４）“ＰＨＯＴＯ ＩＳ”想いをつなぐ。５０，０００人の写真展 

富士フィルムが開催する日本最大級の参加型写真展。昨年に引き続き今年も「鉄
道のある風景部門」の作品が展示されます。 

（５）鉄道友の会 名古屋支部 写真展・鉄道模型運転 ※今回初開催 

鉄道友の会による懐かしの車両を中心とした写真展や、鉄道模型（Ｎゲージ）を

使った運転体験をお楽しみいただけます。 

 

３．タイアップ企画について（別紙３） 

（１）新幹線なるほど発見デー × リニア・鉄道館 

「新幹線なるほど発見デー（ＪＲ東海浜松工場で開催）」にて小学生以下のお子様に配
布する迷子札をリニア・鉄道館に持参すると、オリジナルグッズをプレゼントします。 

（２）わくわくレールランド２０１７ × リニア・鉄道館 

「わくわくレールランド（ジェイアール名古屋タカシマヤで開催）」とリニア・

鉄道館の両方でスタンプを揃えると、すてきなグッズをプレゼントします。 

 
４．ＪＲ東海３０周年記念関係のお知らせ（別紙４） 

（１）超電導リニアＭＬＸ０１－１ 特製しおりプレゼント  

ＪＲ東海３０周年を記念し、リニア・鉄道館オリジナルのしおりを先着５，０００名
様にお配りいたします。※大人料金で入館された方（各種割引含む）に限ります。 

（２）ＪＲ東海３０周年記念イベントのお知らせ 

ＪＲ東海３０周年にあわせて、リニア・鉄道館でも記念イベントを開催します。 

 

５．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５） 

ミュージアムショップ及びデリカステーションで、夏にぴったりのグッズやお弁

当などを販売します。 

 

※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。 



 

 

「夏の自由研究！本物の世界を探検しよう！」のイベントについて 

 

（１）ガイドツアー「新幹線車両の技術と進化について（自由研究編）」  

新幹線車両の進化についてスタッフがご紹介します。高速化や乗り心地の向上など、新幹線車両技

術の進化を学ぶことができます。夏の自由研究の参考とするのもおすすめです。 

 

①開催日時：７月１２日（水）～９月３日（日）の休館日除く毎日 

      １１：００～、１３：３０～ 

②開催場所：７００系７２３形式新幹線車内 

③参加方法：館内にて受付（先着順：各回１５名程度） 

④所要時間：約３０分 

 

 

（２）ガイドツアー「ドクターイエローの秘密を探ろう！」 

ドクターイエローの歴史や役割についてスタッフがご紹介します。また、普段は公開していない測

定機器室および運転台を特別にご案内します。 

 

①開催日時：６月１０日（土）～７月９日（日）の土休日 

      １５：３０～ 

②開催場所：９２２形新幹線電気軌道総合試験車車内 

③参加方法：館内にて受付（先着順：各回２０名程度） 

④所要時間：約３０分 

 

（３）企画展担当者による解説  

 第６回企画展「ドクターイエローの軌跡 The History of Dr. Yellow」の各種展示について担当者

が解説します。 

 

①開催日時：９月９日（土）、１０日（日） 

       １１：３０～、１４：００～ 

②開催場所：２階 体験学習室 

③参加方法：館内にて受付（先着順：各回２０名程度） 

④所要時間：約３０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

イメージ 

過去のイベントの様子 

◯第６回企画展 

「ドクターイエローの軌跡 The History of Dr. Yellow」 

 ９月２５日（月）まで期間限定で開催中！ 

 

 

黄色い新幹線、通称“ドクターイエロー”。見ると幸せになるという話まで生まれたこの車両

は、走行しながら新幹線の地上設備の健全性を確認する重要な役割を担っています。 

今回の企画展では、開業から現在に至るまでのドクターイエローの歴史、各種計測技術の進化

等を貴重な映像などの資料と共にご紹介致します。 

企画展外観 



（４）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解説します。 

 

①開催日時：６月１０日（土）～９月１１日（月）の休館日除く毎日 

      １４：３０～ 

      （なお、6/10(土)～7/10(月)、9/1(金)～9/11(月)は 

      休館日を除き 11：00～も開催します。） 

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 

 

 

 

（５）お仕事紹介（駅係員・在来線車掌・新幹線車掌・ドクターイエロー検測員） 

  ※ドクターイエロー検測員によるお仕事紹介は、今回初開催 

 現役の社員などが普段の業務内容についてご紹介します。 

 

①開催日時： 

・駅 係 員：６月１０日（土）、１１日（日）１１：００～、１３：３０～ 

・在来線車掌：６月１７日（土）、１８日（日）１１：００～、１３：３０～ 

・新幹線車掌：６月２４日（土）、２５日（日） 

        ７月  １日（土）、   ２日（日） 

・ドクターイエロー検測員：８月２６日（土）、２７日（日）１２：３０～、１４：００～ 

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 

 

 

（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。お子様は子ども用制服を

着て記念撮影をすることもできます。 

 

【１００系新幹線】 

①開催期間：６月１０日（土）～７月１０日（月）の休館日除く毎日 

②開催場所：１００系１２３形式新幹線車内 

③参加方法：１００系１２３形式新幹線ホームにて受付 

 

【０系新幹線】 

①開催期間：７月１２日（水）～９月１１日（月）の休館日除く毎日 

②開催場所：０系２１形式新幹線車内 

③参加方法：０系２１形式新幹線ホームにて受付 

 

〔先着順：各日８５組程度（※１組最大４名まで）〕 

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。 

※フォトサービスおねだん：１，０３０円／枚(税込) 

（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 

１１：００～、１３：３０～ 

過去のイベントの様子 

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新幹線の特徴などについて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。 

 

①開催期間：６月１０日（土）～９月１０日（日）の土休日 

    （なお、7/22(土)～8/31(木)は毎日開催します。） 

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。 

 

 

 

 

（８）ペーパークラフトをつくってみよう！ 

 人気の東海道新幹線車両をペーパークラフトで作ることが出来ます。 

 

①開催期間：７月２２日（土）～８月１８日（金）１０：００～１７：００ 

②開催場所：２階センターデッキ付近 

③参加方法：館内にて受付 

※事前に館内の総合案内でペーパークラフト（各３００円（税込））を 

 ご購入いただき、開催場所までお越しください。工作用のボンド等を 

ご用意しております。 

※小学生以下のお子様とその保護者様が対象です。 

※お席には限りがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
６月上旬より「リニア・鉄道館」のホームページでもご案内します。（http://museum.jr-central.co.jp/） 

※イベントは予告なく内容を変更、中止することがあります。 

※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 

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


その他イベントについて 

 

 

（１）黄色いバスがやってくる！ ※今回初開催 

ジェイアール東海バス（株）とのコラボイベントとして、黄色い車体の乗務員訓練車がリニ

ア・鉄道館に初登場！乗務員が普段のお仕事や訓練車の設備などについて紹介します。 

 

①開催日時：７月８日（土）、９日（日） 

      １１：３０～、１３：００～、１５：００～ 

②開催場所：屋外広場 

③参加方法：館内にて受付（先着順：各回１５名程度） 

 

 

 

 

 

（２）きかんしゃトーマスキャラクターショー 

今年もリニア・鉄道館にトーマスが登場！きかんしゃトーマスキャラクターショーや、特別

映像の上映会を行います。 

 

【きかんしゃトーマスキャラクターショー】 

①開催日時：８月５日（土）１１：３０～、１４：００～ 

      「トーマスのたいせつな友だち」 

      ８月６日（日）１１：３０～、１４：００～ 

      「みんなのヒーロー」 

      ※内容は変更となる場合があります。 

②開催場所：イベント広場 

③所要時間：約３０分 

 

【きかんしゃトーマス特別映像の上映会】 

①開催日時：７月１２日（水）～８月３１日（木）の休館日除く毎日 

      １０：３０～、１２：３０～、１４：３０～ 

②開催場所：２階映像シアター 

③所要時間：約２０分 

 

 

（３）アマテュール室内管弦楽団ストリングスによる演奏会 ※今回初開催 

アマテュール室内管弦楽団は名古屋地区で活動する、指揮なしのアンサンブルオーケストラで

す。今回はストリングス（弦楽合奏団）による演奏会を行います。 

 

①開催日時：７月１６日（日）１１：００～、１４：００～ 

②開催場所：イベント広場 

③所要時間：約４０分 

 

 

 

別紙２ 

アマテュール室内管弦楽団 

 

乗務員訓練車（協力／ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海ﾊﾞｽ㈱） 

○ｃ2017 Gullane(Thomas)Limited. 

 

 



（４）“ＰＨＯＴＯ ＩＳ”想いをつなぐ。５０，０００人の写真展 

富士フイルムが開催する日本最大級の参加型写真展。リニア・鉄道館では、昨年に引き続き

今年も｢鉄道のある風景｣部門の作品が展示されます。風景の中の列車、迫力の一枚など鉄道

が登場する写真が勢揃い。鉄道写真家の中井精也さんがセレクトした｢心に響いた２０選｣も

展示いたします。 

 

①開催期間：８月１９日（土）～８月２７日（日） 

②開催場所：イベント広場等 

※詳しくは富士フイルム“ＰＨＯＴＯ ＩＳ”事務局へお問合せください。 

お問合せ  ＴＥＬ：０３－６４１７－３７６６ 

（月～金（土日祝を除く）9:00～13:00、14:00～17:00） 

ホームページ http://photo-is.jp 

 

 

 

（５）鉄道友の会 名古屋支部 写真展・鉄道模型運転 ※今回初開催 

 鉄道友の会による懐かしの車両を中心とした写真展や、鉄道模型（Ｎゲージ）を使った運

転体験をお楽しみいただけます。 

 

【写真展】 

①開催期間：６月２８日（水）～８月１０日（木）※休館日除く 

②開催場所：イベント広場 

【鉄道模型運転（Ｎゲージ）】 

①開催日時：７月９日（日）第１回 １０：２０～１２：３０ 

             第２回 １３：００～１５：３０ 

             第３回 １５：５０～１７：２０ 

②開催場所：講座室 

※小学生以下のお子様対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

６月上旬より「リニア・鉄道館」のホームページでもご案内します。（http://museum.jr-central.co.jp/） 

※イベントは予告なく内容を変更、中止することがあります。 

※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。 

イベントイメージ 

イベントイメージ 

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


 
タイアップ企画について 

 

 

（１）新幹線なるほど発見デー × リニア・鉄道館 

 

 ７月２２日（土）・２３日（日）にＪＲ東海浜松工場で開催される「新幹線なるほど発

見デー」にて小学生以下のお子様に配布する迷子札を、引換期間中にリニア・鉄道館に持参

すると、オリジナルグッズをプレゼントします。 

 

①プレゼント引換期間：７月２２日（土）～８月３１日（木） 

②引換場所：館内退館ゲート付近 

※入館料が必要です。 

※プレゼントは無くなり次第終了いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）わくわくレールランド２０１７ × リニア・鉄道館 

 

 ジェイアール名古屋タカシマヤの１０階催会場で開催される「わくわくレールランド２

０１７」とリニア・鉄道館の両会場でスタンプを揃えると、先着１，０００名様にすてきな

グッズをプレゼントします。 

 

①受付期間： 

【リニア・鉄道館】   ７月２２日（土）～８月３１日（木） 

             ※入館料が必要です。 

【わくわくレールランド２０１７】８月２日（水）～８月１４日（月） 

             ※最終日は１７：００まで受付 

 

②参加方法：どちらの会場からも参加可能ですが、受付期間中に 

       スタンプを揃えてプレゼントを受け取ってください。 

 

※小学生以下のお子様が対象です。プレゼントは無くなり次第終了します。 

※「わくわくレールランド２０１７」の詳しい内容については、７月１０日以降にジェイアール名

古屋タカシマヤ店内にて配布するチラシやホームページ（http://www.jr-takashimaya.co.jp）

をご覧ください。 

 

 
６月上旬より「リニア・鉄道館」のホームページでもご案内します。（http://museum.jr-central.co.jp/） 

※イベントは予告なく内容を変更、中止することがあります。 

※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。 

新規イベントの例 
～先頭車研ぎロボットの実演～ 

過去のイベントの様子 
（「わくわくレールランド」会場） 
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ＪＲ東海３０周年記念関係のお知らせ 

 

（１）超電導リニアＭＬＸ０１－１ 特製しおりプレゼント 

 リニア・鉄道館に展示している「超電導リニアＭＬＸ０１－１」の特製しおりをＪＲ東海発足

３０周年を記念して、ご来館いただいたお客様、先着５，０００名様へお配りいたします。（デザ

インは変更となる場合があります。） 

①配布期間：７月２２日（土）より配布開始 

※リニア・鉄道館へ大人料金（各種割引含む）にてご入館 

   いただいた方のみへの限定配布です。（お１人様１枚限り） 

②配布枚数：５，０００枚（先着順） 

※数に限りがあるため、無くなり次第終了いたします。 

 

（２）ＪＲ東海３０周年記念イベントのお知らせ 

リニア・鉄道館では夏休みを中心にＪＲ東海３０周年を記念したイベントを開催します。事前申込

制のため、ご参加希望の方はＪＲ東海ホームページの応募フォーム(http://jr-central.co.jp/event/)

よりご応募ください。なお、応募者多数の場合は「抽選」とさせていただきます。 

※イベント自体の参加は無料ですが、入館料が必要です。 

申込締切：６月３０日（金）まで 

●新幹線シミュレータ「Ｎ７００」無料体験 

  人気の新幹線シミュレータ「Ｎ７００」の無料体験ができます。 

①開催日時：７月２２日（土）～９月３日（日） 

       第１回 １０：００～１０：１５ 

       第２回 １０：１５～１０：３０ 

  ※参加当日はいずれの回も９：５５までに当館へお集まり 

   いただくことが必要です。 

 

②募集組数：各回１組（同行者を含めて１組９名以内） 

  ※シミュレータを実際に操作体験できるのは１名様のみです。 

  ※車いすのお客様もご参加いただけますが、シミュレータ体験の際は、運転席にお座り頂く必要があ 

ります。車いすにお座りのまま、ご体験いただくことはできません。 

 

●ガイドツアー 

  「超電導リニアや新幹線等に使われている技術を学び、自由研究に活かそう！」 

 鉄道に使われている技術のうち、学校等での自由研究に役立

つものを、館内の実物車両や展示物を使って解説を交えながら

楽しくご紹介します。 

①開催日時：７月２２日（土）～９月３日（日）１５：３０～ 

②募集組数：各回１５組（１組２名様） 
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イメージ 

新幹線シミュレータ「Ｎ７００」 

イベントイメージ 

６月上旬より「リニア・鉄道館」のホームページでもご案内します。（http://museum.jr-central.co.jp/） 

※イベントは予告なく内容を変更、中止することがあります。 

※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://jr-central.co.jp/event/
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６月上旬より「リニア・鉄道館」のホームページでもご案内します。

（http://museum.jr-central.co.jp/） 

※商品内容・パッケージ・価格は、一部変更する場合もございます。 

※写真はイメージです。 

※売切れの場合はご容赦ください。 

 

ミュージアムショップ 

＜主な取扱商品＞ 

  ①東海道肉づくし・・・・・・・・・・1,200 円(税込) 

   ボリューム満点の食べごたえのあるお弁当です！ 

②豚炭火焼弁当・・・・・・・・・・・1,100 円(税込)  

 昨年ご好評いただいた「豚炭火焼弁当」が登場！ 

③冷凍むかん(２個入り）・・・・・・・・324 円(税込)  

 大人気の「冷凍むかん」を今年も販売いたします！ 

④いちごアイスクリーム・・・・・・・・330 円(税込) 

 今春、車内販売の「静岡フェア」で大人気だったいちごアイス 

クリームをリニア･鉄道館でも販売します！ 

⑤ベルギーチョコレートアイスクリーム・370 円(税込)  

 ベルコラーデ社のベルギー産クーベルチュールチョコレートを 100％ 

使用したアイスクリームです。 

   

デリカステーション 

昔懐かし「冷凍むかん」や、新幹線の車内販売で大人気の 

スジャータアイス 東海道新幹線限定フレーバーなど、 

夏の暑い時期にぴったりな冷たいスイーツをご用意しました。 

お弁当も「東海道肉づくし」や「豚炭火焼弁当」といった 

夏の暑さに負けないボリューム満点なラインナップを揃えました。 

ぜひこの機会にご賞味ください！ 

① ② 

③ 

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 

 

「夏の暑い時期に食べたい！ボリューム満点弁当＆冷たいスイーツ！」 

 

「わくわく夏のキッズフェア」 

(平成 29 年 5 月 31 日(水)～7 月 17 日(月･祝)) 

雨の日のお出かけも楽しくなるレイングッズをご用意いたしました！ 

 

＜主な取扱商品＞ 

③Ｔシャツ 超電導リニアＬ０系※ ・・3,456 円(税込)～【新商品】 

※サイズ展開は、4A・6A・8A・M・L の 5 サイズ 

④新幹線サンダル（17cm）    ・・・1,706 円(税込) 【新商品】 

⑤ペットボトルカバー        ・・・・500 円(税込) 

 
 
 
 

③ 

④ 

＜主な取扱商品＞ 

①トレインフェイスキッズ傘 45 ㎝・・2,052 円(税込)【新商品】 

②トレインフェイスキッズポンチョ・ 3,132 円(税込)【新商品】 

上記以外にも、タオル、ビーチバッグ、サンダルなど海・プールで 

大活躍なビーチグッズも多数ご用意しております。 

「鉄道グッズで楽しい夏休み」 

(平成 29 年 7 月 19 日(水)～) 

大人気のＴシャツに新柄が登場！暑い夏休みも鉄道グッズで楽しく！ 

⑤ 

①

 

② 

⑤ 
④ 
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