
２０１８年２月２０日 

東海旅客鉄道株式会社 

 

リニア・鉄道館 春イベント開催のお知らせ 
 

春のリニア・鉄道館では､０系新幹線に関する企画展やガイドツアーをはじめ、今回初開催となる０系新幹

線の前頭オオイ特別開放など、期間中、様々なイベントを開催します。その他にも、ドクターイエローの歴史

や役割についてご紹介するガイドツアー「ドクターイエローの秘密を探ろう！」や現役の在来線運転士による

お仕事紹介など、イベントが盛りだくさんです。普段よりちょっぴり特別感満載な春のリニア・鉄道館へ、

ご家族やご友人でお誘いあわせの上ぜひご来館ください。 

１．リニア・鉄道館 春イベントについて（別紙１） 

（１）開催期間 ２０１８年３月１日（木）～６月４日（月） 

※毎週火曜日は休館日です。 

（３月２７日（火）、４月３日（火）、５月１日（火）は開館します。） 

（２）イベント内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．第７回企画展「東海道新幹線の誕生 ～０系新幹線の開発から改良まで～」の開催について（別紙２） 

（１）開催期間：２０１８年３月１４日（水）～９月２４日（月・祝）  

（２）開催場所：２階 体験学習室 ※入館料のみでご覧いただけます。 

 

 

 

 

過去のイベントの様子 

0系（イメージ） 過去のイベントの様子 

新幹線シミュレータ「Ｎ７００」 

イメージ 

◆ガイドツアー 

・ガイドツアー「０系新幹線の秘密を探ろう！」 ※初開催 

・ガイドツアー「ドクターイエローの秘密を探ろう！」 

・みどころガイド 

◆車両公開 

・０系新幹線前頭オオイ特別開放 ※初開催 

・新幹線運転台の公開（記念撮影）（０系、７００系） 

◆お仕事紹介 

・お仕事紹介（在来線運転士、新幹線車両所社員、在来線駅係員） 

◆体験 

・Ｎ７００Ａ誕生５周年記念 新幹線シミュレータ「Ｎ７００」 

在来線シミュレータ「車掌」先着順販売！ ※初実施 

・きかんしゃトーマスと記念撮影！ 

・クイズラリー 

過去のイベントの様子 



３．こどもパスポート販売について（別紙３） 

２０１８年４月１日（日）～２０１９年３月３１日（日）の間、何度でも入館できる 

こどもパスポートを販売いたします。 

 

（１）販売期間：２０１８年３月１４日（水）～８月３１日（金） 

（２）有効期間：２０１８年４月１日（日）～２０１９年３月３１日（日） 

（３）価  格：小中高生用        ：１，０００円（税込） 

幼児（３歳以上未就学児）用：  ４００円（税込） 

         

 ※お買い求めいただくには当日の入館料が必要です（既に有効期間内のパスポートをお持ちのお子様 

ご本人の入館料は不要です）。 

※デザインは変更となる場合があります。 

 

 

４．ＪＲ東海 音楽クラブコンサートについて 

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：２０１８年４月２２日（日） 

        １１：００～、１３：００～、１５：００～ 

（２）開催場所：イベント広場 

（３）所要時間：各回約３０分 

 

 

５．瀬戸蔵ロボット博２０１８での出張授業について 

瀬戸蔵ロボット博２０１８にリニア・鉄道館が出張授業！ 

「じしゃくが社会をかえる！ ～超電導リニアのしくみ～」をテーマに、超電導リニアの模型などを 

使い、磁石の性質を学びます。 

 

（１）開催場所：パルティせと ４階（名鉄瀬戸線「尾張瀬戸駅」下車すぐ） 

（２）開催日時：２０１８年３月２１日（水・祝）、２４日（土）、２５日（日） 

   １１：００～、１３：００～、１５：００～（各回約４５分） 

（３）定  員：各回３０名程度 

（４）対  象：小学生以上（小学３年生程度の学習内容です） 

 

※出張授業の参加者にはオリジナルグッズをプレゼント！ 

※瀬戸蔵ロボット博２０１８の詳細は http://www.seto-marutto.info/event/robo/をご覧ください。 

 

 

過去のイベントの様子 

イメージ 

http://www.seto-marutto.info/event/robo/


６．メイカーズ ピアとのタイアップ企画について 

開催期間中の休館日を除く毎日、メイカーズ ピアの当日のレシート 

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・鉄道館の当日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：２０１８年３月１日（木）～６月４日（月）の休館日除く毎日 

（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毎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。詳しくはホームページをご確認ください。 

※本年度冬イベントにて行った同名の企画を更に充実させたものとなります。 

冬イベントでは３月１９日（月）までは休館日除く平日としていましたが、ご好評につき 

２０１８年３月１日（木）～３月１９日（月）の間、休館日除く毎日開催します。 

 

 

７．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では懐かしい０系関連商品を店頭にてご案内いたします。 

デリカステーションでは、人気の車両の形をしたお弁当を期間限定・数量限定で販売いたします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月２０日（火）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/


リニア・鉄道館 春イベント開催内容 

 

（１）０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の中を、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：２０１８年３月３日（土）～６月３日（日）の土休日 

      （４月２２日（日）は除く） 

      １１：３０～１３：３０、１５：００～１６：４５ 

②開催場所：０系２１形式新幹線 

 

 

（２）ガイドツアー「０系新幹線の秘密を探ろう！」 ※初開催 

０系新幹線の企画展についてスタッフが紹介します。 

   

①開催日時：２０１８年４月２８日（土）～５月６日（日）の毎日、 

：２０１８年５月１２日（土）～６月３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２０名程度） 

③所要時間：約３０分 

 

 

 

（３）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：２０１８年３月２１日（水・祝）～４月９日（月）の 

：毎日 

      １２：３０～、１５：３０～ 

②開催場所：９２２形式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 

 

 

（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：２０１８年３月１日（木）～６月４日（月）の 

①開催日時：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 

０系新幹線（イメージ） 

過去のイベントの様子 

イメージ 

別紙１ 



（５）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、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。 

 

【０系新幹線】 

①開催期間：２０１８年３月１日（木）～５月７日（月）の 

①開催期間：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 

 

【７００系新幹線】 

①開催期間：２０１８年５月９日（水）～６月４日（月）の 

①開催期間：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）） 

 

 

（６）お仕事紹介（在来線運転士、新幹線車両所社員、在来線駅係員） 

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： 

・在来線運転士：２０１８年４月２８日（土）、２９日（日・祝） 

・新幹線車両所社員：２０１８年５月４日（金・祝）、５日（土・祝） 

・在来線駅係員：２０１８年６月２日（土）、３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 

         

 

（７）Ｎ７００Ａ誕生５周年記念 新幹線シミュレータ「Ｎ７００」 

在来線シミュレータ「車掌」先着順販売！ ※初実施 

Ｎ７００Ａ誕生５周年を記念して、普段は抽選制で実施している 

新幹線シミュレータ「Ｎ７００」、在来線シミュレータ「車掌」を 

先着順で販売します。 

 

①開催期間：２０１８年３月１４日（水）～３月３１日（土）の 

休館日除く毎日 

②販売箇所：１階「総合案内」 

  ③販売開始時間：ご利用時間帯１０：３０～１４：００ … １０：００から販売 

          ご利用時間帯１４：００～１７：３０ … １３：３０から販売 

  ④販売料金：５００円（１回） ※入館料のみではご利用になれません。 

   

過去のイベントの様子 

新幹線シミュレータ「Ｎ７００」 

過去のイベントの様子 



（８）きかんしゃトーマスと記念撮影！ 

きかんしゃトーマスがリニア・鉄道館にやってくる！ 

特別映像の上映会も行います。 

 

  【きかんしゃトーマスと記念撮影】 

①開催期間：２０１８年３月２１日（水・祝）、２４日（土）、 

①開催期間：２５日（日） 

１１：００～、１３：００～ 

②開催場所：Ｃ５７形式蒸気機関車前 

  ③所要時間：各回約２０分 

 

【特別映像の上映会】 

①開催期間：２０１８年３月２１日（水・祝）～５月６日（日）の休館日除く毎日 

１２：００～、１４：００～ 

②開催場所：２階 映像シアター（定員５５名） 

③上映時間：各回約１５分 

          

 

（９）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：２０１８年３月３日（土）～６月３日（日）の土休日 

（ただし、３月２２日（木）～４月９日（月）、 

５月１日（火）、２日（水）は開催します。） 

②参加方法：館内で「探検シート」を配布。 

②参加方法：自由にご参加いただけます。 

②参加方法：※小学生以下のお子様が対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月２０日（火）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。  

 

○ｃ2018 Gullane(Thomas)Limited. 

 

 

過去のイベントの様子 

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


第７回企画展 「東海道新幹線の誕生 ～０系新幹線の開発から改良まで～」の開催について 

 

東海道新幹線は１９６４（昭和３９）年１０月１日の開業からこれまで５３年の間に約６０億人の

お客様にご利用いただき、大動脈として日本の経済を支えてきました。 
企画展では、この東海道新幹線の開業に至る経緯から開業後の成長過程までを貴重な資料やパネ

ル等を用いて紹介します。 
 
（１）開催期間：２０１８年３月１４日（水）～９月２４日（月・祝） 

（２）開催場所：２階「体験学習室」  ※入館料のみでご覧いただけます。 

（３）概  要： 東海道新幹線の建設工事は着工からわずか５年半の間に完成しましたが、その背景には戦前

の弾丸列車計画など様々な高速鉄道への想いがありました。また、開業後は改良を重ねること

によって、より安全性やサービスを高めると共にその実績で日本の技術力を世界に示してきま

した。 

本企画展では東海道新幹線の誕生の経緯から成長の過程を、新幹線の「建設が決定するま

で」「着工から開業まで」「開業後の改良」の３つのパートに分けて紹介します。それぞれの

パートでは貴重な資料や初公開となる写真なども展示します。新幹線の開発、そして改良の

舞台裏について詳しく紹介します。 

（４）そ の 他：企画展開催期間中は２階「体験学習室」の展示内容が変更となります。 

 

別紙２ 

０系新幹線電車 

２月２０日（火）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。 

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


 
こどもパスポートの販売について 

 
 
 リニア・鉄道館では高校生以下のお子様を対象とした「こどもパスポート」を以下のとおり

販売いたします。ご購入いただくと、２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの１

年間、何度でもご入館いただけるほか、同伴のお客様の入館料割引などの各種特典もご用意し

ています。 
 
◆名  称：「リニア・鉄道館こどもパスポート」 
 
◆販売期間：２０１８年３月１４日（水）～８月３１日（金） 
 
◆価  格：小中高生用        ：１，０００円（税込） 
      幼児用（３歳以上未就学児）：  ４００円（税込） 
 
◆有効期間：２０１８年４月１日（日）～２０１９年３月３１日（日） 
 
◆販売箇所：リニア・鉄道館 １階「総合案内」 
 
◆特典内容：◎上記有効期間内において、パスポート記載のご本人に限り、リニア・鉄道館に 
       何度でも入館できます（パスポートの提示がない場合は通常料金が必要）。 
      ◎同伴のお客様の入館料割引（大人２００円引、幼児・小中高生１００円引）。 
      ◎館内ミュージアムショップで販売する商品を５％割引します。 

（税込１，０００円以上ご購入の場合） 
       ※１日１回限り、書籍、ＤＶＤ、メダル刻印など一部商品は割引対象外 
      ◎館内デリカステーションで販売するカップドリンク５０円引 
       ※１日１杯限り、コーヒーは対象外 
 
◆注意事項：◎館内での発売のため、お買い求めいただく際は別途当日の入館料が必要です。 
       ※既に有効期間内のこどもパスポートをお持ちのお子様ご本人の入館料は 

不要。 
      ◎購入時の価格については、有効期間（２０１８年４月～２０１９年３月）の 
       学年に該当する料金を適用します。よって、有効期間内に３歳となるお子様も 
       ご購入いただけます。 
      ◎各種特典をご利用の際は必ずパスポートのご提示をお願いいたします。 
      ◎特典内容は変更となる場合があります。 

２月２０日（火）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。 

◆こどもパスポート（イメージ） 
※デザインは変更となる場合があります。 

見本 
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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 
 

 

「想い出の０系フェア」を 2018 年 3 月 14 日（水）より開催！※企画展終了日まで 

ミュージアムショップでは、懐かしい０系関連商品を店頭にてご案内いたします。 

世代を超えて愛される０系のグッズを多数取り揃えておりますので、 

ぜひこの機会にご利用ください☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「夢の超特急０系新幹線弁当」「923 形ドクターイエロー弁当」期間限定販売！ 

期間：2018 年 3 月 21 日(水・祝)～4 月 8 日（日）の土、日、祝日 

    2018 年 4 月 28 日(土)～5 月 6 日（日）の毎日 

 

人気の車両の形をしたお弁当を期間限定で販売いたします！ 

商品到着しだいの販売となりますので、販売開始時には 

館内放送でご案内させていただきます。 

 ぜひお見逃しのないようご賞味ください☆  

＜主な取扱商品＞ 

① 夢の超特急０系新幹線弁当・・・・・・ 1,300 円(税込) 

 日本を代表する新幹線０系の雄姿をプラ容器で再現した 

お子様ランチ弁当です！ 

おかずはハンバーグやエビフライ等お子様に人気のもの 

ばかり。レトロな国旗のかまぼこがアクセントです。 

 

② 923 形ドクターイエロー弁当 ・・・・・ 1,200 円(税込) 

 「黄色い新幹線」の愛称で親しまれるドクターイエローを 

模した容器に黄色いおかずをたっぷり詰め合わせました☆ 

  

 

各フェアの開催期間など詳しくは１月下旬より「リニア・鉄道館」の 

ホームページでご案内しています。（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 ０系巾着キャンディー・・・・・・・・・・    540 円(税込) 

新幹線のかわいい巾着の中にヨーグルト風味のキャンディー入り。 

 

② 球体缶０系キャンディー・・・・・・・・・     590 円(税込)  
多数の旅行雑誌でご紹介いただいたリニア・鉄道館限定商品です。  
缶の中にミルク味のキャンディーが入ってます。 

   
③ 館内限定ダイキャストモデル０系新幹線・・ 1,750 円(税込) 

リニア・鉄道館限定で発売中です！ここでしか手に入りません。  
   大人からお子様まで、電車好きの方にはぜひお手に取って 

いただきたい、おすすめの逸品です。 

 

デリカステーション 
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