
平成２９年８月３１日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

リニア・鉄道館 秋イベント開催のお知らせ 
 

リニア・鉄道館では、秋の行楽シーズンに合わせ、ご家族で楽しみながら鉄道について知るこ

とのできる期間限定イベントを開催します。おすすめは、超電導リニアが浮上して走るしくみや

開発の歴史をスタッフが紹介するガイドツアー、現役の東海道新幹線車掌や新幹線車両所社員に

よるお仕事紹介、新幹線の運転台公開などです。ぜひこの機会にご来館ください。 

 

１．「秋の特別体験 高速鉄道のひみつ、みつけよう！」のイベントについて（別紙１） 
 

（１）開催期間 平成２９年９月１３日（水）～平成２９年１２月４日（月） 

   ※火曜日は休館日です。 

 

（２）イベント内容（★印のイベントは今回初開催のイベントです。） 

 

◆ガイドツアー 

・ガイドツアー「超電導リニアのひみつを探ろう！」 

・ガイドツアー「きっぷを発券してみよう！」 

・みどころガイド 

 

◆車両公開 

★新幹線３００系前頭オオイ特別開放 

新幹線３００系の前頭オオイを特別に開放し、通常見ることの 

できない内部をご覧いただけます。 

★Ｃ６２形式、Ｃ５７形式蒸気機関車運転台公開 

 ※Ｃ６２形式蒸気機関車運転台公開は、今回初開催 

・Ｃ５７形式蒸気機関車のお召し装飾 

・収蔵車両クロ３８１の車内特別公開 

・新幹線運転台の公開（記念撮影）（３００系・１００系） 

 

◆お仕事紹介 

★お仕事紹介（新幹線運転士、新幹線車掌、パーサー、新幹線車両所社員、在来線車掌） 

※新幹線車両所社員によるお仕事紹介は、今回初開催 

 

◆体験 

★新幹線車両テロップに好きな文字を入れよう！ 

新幹線車内のテロップ（電光掲示板）に好きな文字を 

入れていただけます。記念撮影をすることも可能です。 

・クイズラリー 

・鉄道ジオラマ運転体験 

過去のイベントの様子 

イメージ 

イメージ 

過去のイベントの様子 

イメージ 

過去のイベントの様子 



２．その他イベントについて（別紙２） 

（１）親子で行く！２階建バス乗車体験とあおなみ線車庫見学 ※今回初開催 

あおなみ線１０００形車両の保守を行っている「潮凪車庫」に、ジェイアール東海バスの

２階建バスでご案内します。 

（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。 

（３）瀬戸市こども陶芸作品展 ※今回初開催 

瀬戸市の子どもたちの陶芸作品を展示します。子どもたちの力作をぜひご覧ください。 

 

３．メイカーズピアとのタイアップ企画について（別紙３） 

     開催期間中、メイカーズピアのレシート１,０００円につき、リニア・鉄道館の入館料を

１名様分、大人２００円、小中高生１００円、幼児１００円を割引いたします（レシート

は合算可）。 

また、リニア・鉄道館の大人入館券をメイカーズピアのウェルカムセンターにてご提示い

ただくと、入館券１枚につき２００円分の割引券（５００円の会計毎に１００円分使用可

能）をプレゼントいたします。 

  ※どちらも休館日を除いた平日、かつ発券当日のみ有効。 

 

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、行楽の秋ならではの鉄道グッズやお弁

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。 



 

 

「秋の特別体験 高速鉄道のひみつ、みつけよう！」のイベントについて 

 

（１）ガイドツアー「超電導リニアのひみつを探ろう！」  

超電導リニアＭＬＸ０１－１車内で、超電導リニアが浮上して走るしくみや開発の歴史などを紹介

します。 

 

①開催日時：９月１３日（水）～９月２５日（月）の休館日除く毎日 

      １１：００～、１５：３０～ 

      ※９月２３日（土）、２４日（日）は１５：３０～のみ 

②開催場所：超電導リニアＭＬＸ０１－１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 

 

 

（２）ガイドツアー「きっぷを発券してみよう！」 

マルスの歴史を、実物をご覧いただきながら紹介します。タッチパネル式のマルス端末を使って、

模擬券を発券することができます。 

 

①開催日時：１０月７日（土）～１１月５日（日）の土休日 

      １５：３０～ 

②開催場所：鉄道のしくみ マルス展示 付近 

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２０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解説します。 

 

①開催日時：９月１３日（水）～１２月４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 

 

 

 

（４）新幹線３００系前頭オオイ特別開放 ※今回初開催 

車両連結時等以外は通常開けることのない前頭オオイの中を特別に

皆様にご覧いただきます。 

  

①開催日時：１１月３日（金・祝）～１２月３日（日）の土休日 

      １１：４５～１３：３０、１５：００～１６：４５ 

②開催場所：３００系３２２形式新幹線 

 

 

別紙１ 

イメージ 

過去のイベントの様子 

過去のイベントの様子 
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（５）Ｃ６２形式、Ｃ５７形式蒸気機関車運転台公開 

 ※Ｃ６２形式蒸気機関車運転台の公開は今回初開催 

普段は入ることのできないＣ６２とＣ５７の運転台を特別に公開します。  

 

【Ｃ６２形式】 

①開催日時：１１月２５日（土）、１１月２６日（日） 

１１：００～、１４：００～ 

②開催場所：Ｃ６２形式蒸気機関車運転台 

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 

 

【Ｃ５７形式】 

①開催日時：１２月２日（土）、１２月３日（日） 

１１：００～、１４：００～ 

②開催場所：Ｃ５７形式蒸気機関車運転台 

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 

 

 

 

（６）Ｃ５７形式蒸気機関車のお召し装飾 

天皇行幸などの際に運転されたお召し列車の当時の装飾をご覧ください。 

 

①開催期間：１０月１１日（水）～１０月２３日（月） 

②開催場所：Ｃ５７形式蒸気機関車 

 

 

 

 

 

 

（７）収蔵車両クロ３８１の車内特別公開 

普段は入ることのできないクロ３８１の車内を特別に公開します。車内ではスタッフが車両につい

て解説をします。 

 

①開催日時：１１月１１日（土）～１２月３日（日）の土休日 

      １２：３０～、１５：３０～ 

②開催場所：収蔵車両クロ３８１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 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ 
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収蔵車両クロ３８１ 
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（８）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３００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。 

 

【３００系新幹線】 

①開催期間：９月１３日（水）～１１月６日（月）の休館日除く毎日 

②開催場所：３００系３２２形式新幹線車内 

③参加方法：３００系３２２形式新幹線ホームにて受付 

 

【１００系新幹線】 

①開催期間：１１月８日（水）～１２月４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 

 

〔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） 

 

 

（９）お仕事紹介（新幹線運転士、新幹線車掌、パーサー、新幹線車両所社員、在来線車掌） 

  ※新幹線車両所社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： 

・新幹線運転士：９月２３日（土）、２４日（日）、９月３０日（土）、１０月１日（日） 

・新幹線車掌：１０月２８日（土）、２９日（日） 

・パーサー：１０月 ７日（土）、８日（日）、９日（月・祝） 

・新幹線車両所社員：１０月２１日（土）、２２日（日） 

・在来線車掌：１１月 ４日（土）、５日（日） 

※時間は全て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）新幹線車両テロップに好きな文字を入れよう！ ※今回初開催 

新幹線車内のテロップ（電光掲示板）に好きな文字を入れて記念撮影などをお楽しみいただくこと

ができます。 

 

①開催日時：１１月１１日（土）、１１月１２日（日） 

      １１：００～、１４：００～ 

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３０組程度） 

 

 

 

 

 

イメージ 
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（１１）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：９月１６日（土）～１２月３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。 

 

 

 

（１２）鉄道ジオラマ運転体験 

 模型車両の運転を体験していただけます（１回につき２周）。 

 

①開催日時：１１月８日（水）～１２月４日（月）の休館日除く平日 

１１：００～１２：００、１４：００～１５：００ 

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 

 

 

 

９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 

◯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。 

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


その他イベントについて 

 

 

（１）親子で行く！２階建バス乗車体験とあおなみ線車庫見学 ※今回初開催 

あおなみ線、ジェイアール東海バス（株）とのタイアップイベントとして、あおなみ線の１００

０系車両の基地である「潮凪車庫」に、ジェイアール東海バスの２階建バスでご案内します。 

 

①開催日時：１０月２８日（土）、２９日（日） 

      １０：３０～、１１：４５～、 

１４：００～、１５：１５～ 

②集合場所：イベント広場 

③参加方法：館内にて受付（先着順：各回３０名程度） 

      ※当イベントは小中高生及び未就学児と 

その親御様・祖父母様が対象です。 

大人もしくは小中高生、未就学児のみでは 

ご参加頂けません。 

④所要時間：約１時間２０分（バス移動含む） 

 

※途中下車はご遠慮ください。 

 

 

（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。 

 

①開催日時：１０月１５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 

 

 

（３）瀬戸市こども陶芸作品展 ※今回初開催 

瀬戸市の子どもたちの陶芸作品を展示します。子どもたちの力作をぜひご覧ください。 

 

①開催期間：９月２０日（水）～１２月４日（月） 

②開催場所：２階センターデッキ 

 

 

 

 

９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。 

別紙２ 

潮凪車庫 

過去のイベントの様子 

イメージ 

２階建バス 

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


 
メイカーズピアとのタイアップ企画について 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催期間中、メイカーズピアのレシート１,０００円（税込）につき、リニア・鉄道館の入館

料を１名様分、大人２００円、小中高生１００円、幼児１００円を割引いたします（レシート

は合算可、３,０００円（税込）のレシートであれば３名様分割引）。 

また、リニア・鉄道館の大人入館券をメイカーズピアのウェルカムセンターにてご提示いただ

くと、２００円分の割引券をプレゼントいたします（５００円の会計毎に１００円分使用可

能）。 

 

 

①期  間：９月１３日（水）～１２月４日（月）中の休館日除く平日 

②引換場所：リニア・鉄道館 入館受付 

     メイカーズピア ウェルカムセンター 

 

※どちらも休館日を除く平日および発券当日のみ有効です。他の割引との併用はできません。 

※割引には条件があります。詳しくはＨＰをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９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。 

別紙３ 

 

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


 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各フェアの開催期間など詳しくは９月上旬より「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/） 

※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。 

※価格はすべて税込です。 

※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 

「秋のウォーキング・グッズ大集合」 
秋のおでかけにおすすめのウォーキング・グッズを 

取り揃えました！ 

新幹線スリッポンスニーカーは選べる 4 サイズ（15 ㎝～18 ㎝）、 

ソックスは、リニア・鉄道館ミュージアムショップ限定の商品など 

お子様用のサイズを取り揃えて販売中です。 

 

＜主な取扱商品＞ 

①新幹線スリッポンスニーカー  

1,944 円 

②のりものそっくすロング ドクターイエロー 

480 円【リニア・鉄道館限定】 

③鉄下リニアＭＬＸ０１－１ 

   432 円【リニア・鉄道館限定】  
 

写真 

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集めました！ 

普段お取扱いのないフェア限定のお弁当もございますので 

ぜひこの機会にお召し上がりください。 

期間：平成 29 年 10 月 7 日（土）～10 月 9 日（月・祝） 

 ＜取扱商品＞ 

 東海道新幹線弁当   1,000 円 

 Dr.Yellow lunch box 1,000 円【リニア・鉄道館限定＆人気№1】 

 キッズサンド      500 円【リニア・鉄道館限定】 

ひかり（幕の内）   1,100 円【フェア限定】 

こだま（幕の内）    760 円【フェア限定】 

 
 
 

②「パーサーによる 117 系車内販売」 

屋外展示車両（117 系）で、パーサーがお弁当やお飲物を 

ワゴン販売いたします。 

ぜひこの機会にお立ち寄りください。 

期間：平成 29 年 10 月 7 日（土）～9 日（月・祝） 

各日とも 12：00～13：00（予定） 
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③ 

② 
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パーサーによる車内販売 
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