
平成２９年１１月２９日 

東海旅客鉄道株式会社 

リニア・鉄道館 冬イベント開催のお知らせ 

リニア・鉄道館では､｢新幹線大公開 ひみつを知ると、もっと楽しい！｣をテーマに、この冬も様々な期間

限定イベントを開催します。秋イベントでご好評いただいた新幹線３００系の前頭オオイ特別開放について、

冬イベントでは１００系新幹線で初開催！その他にも、「新幹線の走るしくみ、止まるしくみ」を解説するガ

イドツアーや３００Ｘ新幹線の車内特別公開、映像シアターの新コンテンツの上映など盛りだくさんです。

また、期間限定で、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。ぜひ、ご家族やご友人

でお誘いあわせの上ご来館ください。 

１．「新幹線大公開 ひみつを知ると、もっと楽しい！」のイベントについて（別紙１） 

（１）開催期間 平成２９年１２月６日（水）～平成３０年２月２８日（水） 

※毎週火曜日、１２月２８日（木）～１月１日（月・祝）は休館日です。 

（１２月２６日（火）、１月２日（火）は開館します。） 

（２）イベント内容 

◆ガイドツアー 

・ガイドツアー「新幹線の走るしくみ、止まるしくみ」 

・ガイドツアー「在来線シミュレータ『運転』教室」 

・みどころガイド 

◆車両公開 

・１００系新幹線前頭オオイ特別開放 ※初開催 

・３００Ｘ新幹線車内特別公開（９５５形） 

・新幹線運転台の公開（記念撮影）（１００系、７００系）   

◆お仕事紹介 

・お仕事紹介（新幹線運転士、新幹線電気関係社員） 

◆体験 

・実写版 在来線シミュレータ「運転」 

・ペーパークラフトをつくってみよう！ 

・クイズラリー 

・クリスマススタンプラリー ※初開催 

２．映像シアター 新コンテンツ公開「ドクターイエローの軌跡」について（別紙２） 

今年の９月まで開催した企画展でご好評いただいた、 

“ドクターイエローの軌跡”について映像で紹介します。 

  ※初上映 

過去のイベントの様子 

100系（イメージ） 過去のイベントの様子 

過去のイベントの様子 

クイズラリーの過去の様子 

イメージ 



３．キッズコンサートの開催について（別紙３） 

名古屋市港区の名古屋ドレミ保育園、多加良浦保育園によるキッズコンサートを 

開催します。園児がハンドベル演奏、踊りや歌などを披露します。 

 

 

４．リニア・鉄道館 特製カレンダープレゼントについて 

当館オリジナルの２０１８年カレンダーを、期間中にご来館いただいたお客様へ毎日先着で配布します。 

（１）配布期間：１２月９日（土）～１２月２５日（月） 

（２）配布枚数：【平日】各日２００名様（先着順） 【土休日】各日１，０００名様（先着順） 

※当館へ大人料金（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） 

※枚数に限りがあるため、無くなり次第終了いたします。 

※休館日を除きます。 

（３）配布場所：入館ゲート 

 

５．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します（５００円の会計毎に１００円分使用可能）。 

（１）期  間：平成３０年１月１０日（水）～３月１９日（月）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。 

※本年度秋イベントにて行った同名の企画と同じ内容のものとなります。 

 

６．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とデリカステーションでは、期間限定のフェアを開催！クリスマス仕様のお土産 

や、寒い冬にぴったりのホットフードなどの販売を行います。 

 

 

 

 

※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。 

イメージ 

過去のイベントの様子 

１１月２９日（水）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。 

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


 

 

「新幹線大公開 ひみつを知ると、もっと楽しい！」のイベントについて 

 

（１）１００系新幹線前頭オオイ特別開放 ※初開催 

車両連結時以外は通常開けることのない前頭オオイを解説をまじえ 

ながら特別に開放しご覧いただきます。 

  

①開催日時：１２月９日（土）～２月２５日（日）の休館日除く土休日 

      １１：４５～１３：３０、１５：００～１６：４５ 

②開催場所：１００系１２３形式新幹線                        

 

（２）ガイドツアー「新幹線の走るしくみ、止まるしくみ」 

新幹線がどうやって走り、止まるのかを解説します。本物のハンドルなどを使って製作した模擬 

運転台で、車両を運転する準備から走行、停止までの操作を体験できます。 

 

①開催日時：１２月２３日（土・祝）～１月８日（月・祝）の休館日除く毎日 

      １１：００～、１５：３０～ 

②開催場所：１階 鉄道のしくみコーナー 

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 

     ※小学校中学年程度の内容です。 

     ※混雑時はお子様のご参加を優先させていただく場合があります。 

    

（３）ガイドツアー「在来線シミュレータ『運転』教室」 

在来線シミュレータ「運転」の操作方法や運転のコツをスタッフが紹介します。 

 

①開催日時：１月１３日（土）～２月２５日（日）の土休日 

      １１：００～、１５：３０～ 

    ※１月１３日（土）１月１４日（日）、２月１７日（土）、 

１８日（日）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１５分 

     ※在来線シミュレータ「運転」の体験をご希望のお客様は              

館内の券売機にて利用券（１回１００円）をお買い求めください。 

    

（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：１２月６日（水）～１月１５日（月）の休館日除く毎日 

      １４：３０～ 

      １月１７日（水）～２月２８日（水）の休館日除く毎日 

      １２：３０～、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 

 

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 

１００系新幹線（イメージ） 

過去のイベントの様子 



（５）３００Ｘ新幹線車内特別公開（９５５形） 

普段は入ることのできない３００Ｘ（新幹線試験電車）の車内を自由

に見学することができます。車内では、１９９６年に電車方式による当

時の世界最高速度４４３㎞/hを記録した時の運転台の様子を再現してい

ます。 

 

①開催日時：１月２日（火）～２月２８日（水）の休館日を除く毎日 

 

（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１００系、７００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：１２月６日（水）～１月８日（月・祝）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 

 

【７００系新幹線】 

①開催期間：１月１０日（水）～２月２８日（水）の休館日除く毎日 

②開催場所：７００系７２３形式新幹線車内 

③参加方法：７００系７２３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）） 

 

（７）お仕事紹介（新幹線運転士、新幹線電気関係社員） 

現役の社員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：１月１３日（土）、１４日（日）、 

・新幹線電気関係社員：２月１７日（土）、１８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 

 

（８）実写版 在来線シミュレータ「運転」 

通常はＣＧ映像で体験いただくシミュレータを特別に運転室から撮影した実写映像で楽しめます。 

 

①開催期間：１月１３日（土）～２月２８日（水）の休館日除く毎日 

②開催場所：在来線シミュレータ「運転」 

③所有時間：約１０分 

      ※実写映像のため体験区間により異なります。 

  ④料  金：１回１００円 

        ※在来線シミュレータ「運転」は先着順です。 

        ※体験をご希望のお客様は館内の券売機にて利用券をお買い求めください。 

 

イメージ 

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 



（９）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電車をペーパークラフトで作ることができます。 

 

①開催期間：１２月２３日（土・祝）～１月８日（月・祝）の休館日を除く毎日 

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。 

 

（１０）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：１２月９日（土）～２月２５日（日）の休館日除く土休日 

（なお、１２月２６日（火）、２７日（水）、１月２日（火） 

～１月８日（月・祝）は開催します。） 

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。 

 

（１１）クリスマススタンプラリー ※初開催 

クリスマススタンプラリー「あわてんぼうのサンタクロース」を初開催。スタ

ンプを集めてカードを完成させることができ、カードは記念にお持ち帰りいただ

けます。 

 

①開催期間：１２月９日（土）～１２月２４日（日）の土休日、 

１２月２５日（月） 

 

※カードには限りがあります。（各日１，０００枚・先着順） 

 

 

 

 

 

１１月２９日（水）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 

イメージ 
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映像シアター 新コンテンツ公開 
 

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

 

 

東海道新幹線では、１９６４（昭和３９）年の開業以来、電気設備や軌道設備等の地上設備の状態を

確認するための試験車が定期的に検測走行しており、これは鉄道を動かす「人の力」とともに安全・安

定輸送に必要不可欠なものです。２０１７（平成２９）年９月２５日までの約半年間に亘って開催した

第６回企画展『ドクターイエローの軌跡』において紹介した新幹線開業時から現在までのドクターイエ

ローの歴史、各種検測技術の変遷などを映像にまとめ、お客様にご覧いただきます。 

 

 （１）上映開始 平成２９年１２月６日（水）～ 

 

 （２）上映スケジュール １０：３０～、１３：３０～、１６：００～  

    ※上映時間は変更となる場合があります。 

 

 （３）上映時間 約１５分 

 

 （４）上映場所 ２階 映像シアター（定員５５名） ※入館料のみでご覧いただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ドクターイエロー（イメージ） 

 

別紙２ 
 



キッズコンサートの開催について 

 

 

 

名古屋市港区の名古屋ドレミ保育園、多加良浦保育園によるキッズコンサートを開催します。

園児がハンドベル演奏、踊りなどを披露します。 

 

 

【名古屋ドレミ保育園児によるクリスマスコンサート】 

①開催日時：１２月１０日（日）１１：００～ 

②開催場所：イベント広場 

③所要時間：約２０分 

 

 

 

 

【多加良浦保育園児によるエイサー踊り】 

①開催日時：１２月１６日（土）１１：００～ 

②開催場所：イベント広場 

③所要時間：約１５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月２９日（水）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。 

 

別紙３ 

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/
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１１月２９日（水）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。 

※写真はイメージです。 ※売切れの場合はご容赦ください。 

 

 

写真 

※価格は全て税込です。 

別紙４ 

飛騨牛まん 

（１）ホッとフードフェア 

期間：平成 29 年 12 月上旬(準備出来次第）～平成 30 年 3 月 31 日（土） 

①昨年ご好評をいただきました肉まんを今年も販売いたします！ 

肉まん・・・・・・ 170 円 

 飛騨牛まん・・・・  500 円 

 

②お弁当またはサンドイッチとの同時購入で対象の温かいドリンクが 

100 円でご購入いただけます！ 

対象商品：みそ汁、コーンポタージュ、オニオンスープ 

 

（２）スイーツフェア  

期間：平成 29 年 12 月上旬(準備出来次第）～平成 30 年 3 月 31 日（土） 

 チョコチップマフィン（180 円）やバナナスクエア（216 円）など対象の 

スイーツとの同時購入でコーヒーがお得になります。 

ホットコーヒー・・・通常価格 320 円 ⇒ セット価格 270 円！ 

アイスコーヒー・・・通常価格 330 円 ⇒ セット価格 280 円！ 

 

 

 

デリカステーション 

寒い冬でも体と懐にはあったかい、ホットフードを充実させました。 

ちょっとお腹がすいたら、コーヒーとスイーツで休憩されませんか？ 

チョコチップマフィン 

ミュージアムショップ 

＜お菓子＞ 

①０系パピヨット★ ・・・・・ 640 円 

②０系ゴーフレット★・・・・・ 540 円 

③クリスマスお菓子セット・・・ 710 円 

（内容：クッピーラムネ★、クランチバー922 形★、 

スティックキャンディ 923 形） 

 

 

 

 

 
 
 
 

ミュージアムショップでは、クリスマスプレゼント用にパッケージした商品をご用意して、 

「クリスマスフェア」を開催いたします。 ※★印はリニア・鉄道館限定商品 

期間：平成 29 年 11 月 22 日（水）～平成 29 年 12 月 25 日（月） 

 

 

 

＜雑貨＞ 

④新幹線文房具セット・・・・・1,236 円 

（内容：メタリック鉛筆 N700A、トレイン消しゴム０系、 

折りたたみ定規０系★、鉛筆キャップ東海道）  

⑤楽しいお食事セット・・・・・・432 円 

（内容：メラミンスプーン、メラミンフォーク） 

⑥女の子の身だしなみセット・・1,512 円 

（内容：ハート型ミラー★、コームピンク★、シュシュピンク★） 

 
 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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