
２０１８年５月２４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 
 

夏のリニア・鉄道館では､「夏の大冒険」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。初開催となる新幹線の先頭形状について解説するイベントや
７００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、新幹線車両の進化についてご紹介するガイドツアー「新幹線車両の技術と進化につ
いて」や現役の新幹線運転士や車掌等によるお仕事紹介など、イベントが盛りだくさんで
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ぜひご来館くださ
い。 

１．「夏の大冒険」のイベントについて（別紙１） 

（１）開催期間 ２０１８年６月６日（水）～９月１０日（月） 

※毎週火曜日は休館日です。 

（７月１８日（水）～９月３日（月）の夏休み期間は毎日開館します。） 

（２）イベント内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新幹線シミュレータ「Ｎ７００」 

◆ガイドツアー 

・新幹線のひみつをさぐろう！「風のちからと新幹線のかたち」※初開催 

・ガイドツアー「新幹線車両の技術と進化について」 

・みどころガイド 

700系（イメージ） 

◆車両公開 

・７００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）（７００系） 

・在来線運転台の公開（記念撮影）（クハ３８１形式） 

過去のイベントの様子 

◆お仕事紹介 

・お仕事紹介（在来線車掌、新幹線車掌、新幹線運転士） 

◆体験 

・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！ 

・ペーパークラフトをつくってみよう！ 

・クイズラリー 

 

イメージ 



 

 

 

 

２．その他イベントについて（別紙２） 

（１）きかんしゃトーマス キャラクターショー／特別映像の上映会 

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。 

 

（２）パトカーと白バイ展示・愛知県警察音楽隊 ※初開催 

    パトカーと白バイがリニア・鉄道館で展示されるほか、体験乗車もできます。 

また、愛知県警察音楽隊による生演奏など開催します。 

 

（３）“ＰＨＯＴＯ ＩＳ”想いをつなぐ。５０，０００人の写真展２０１８ 

富士フイルムが開催する日本最大級の参加型写真展です。 

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。 

 

 

３．タイアップ企画について（別紙３） 

（１）わくわくレールランド２０１８×リニア・鉄道館 

「わくわくレールランド２０１８（ジェイアール名古屋タカシマヤで 

開催）」とタカシマヤ ゲートタワーモール７階、リニア・鉄道館の３ 

つの会場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。 

 

（２）メイカーズ ピア×リニア・鉄道館 

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。 

 

 （３）あおなみ線×リニア・鉄道館 

    名古屋臨海高速鉄道では、あおなみ線が１日乗り降り自由になるきっぷ 

「あおなみ線一日乗車券」を発売します！ 

    リニア・鉄道館の入館料が割引になるなどの特典があります。 

 

 

 

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ジョンで、夏のおでかけにぴったりのグッズ

やお弁当などを販売します。 

 

 

 

 

 

５月２４日（木）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。 

○ｃAONAMI LINE 

○ｃ2018 Gullane(Thomas)Limited. 

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


「夏の大冒険」のイベントについて 

 

（１）７００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、スタッフ 

  の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６月  ９日（土）、１０日（日） 

２３日（土）、２４日（日） 

７月２８日（土）、２９日（日） 

８月１８日（土）、１９日（日）、２５日（土）、２６日（日） 

      ※時間は全て１２：３０～１６：００ 

②開催場所：７００系７２３形式新幹線 

 

（２）新幹線のひみつをさぐろう！「風のちからと新幹線のかたち」 ※初開催 

新幹線の先頭形状はなぜこのような流線形なのか、小学校で習う知識 

  をベースに、やさしくスタッフが解説します。 

   

①開催日時：２０１８年７月１１日（水）～９月２日（日）の 

休館日除く毎日  

１１：００～ 

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 

 

（３）ガイドツアー「新幹線車両の技術と進化について」 

新幹線車両にはどのような技術が使われており、またどのように進化 

してきたのかを、スタッフがやさしく紹介します。夏休みの自由研究の 

参考とするのもおすすめです。 

 

①開催日時：２０１８年７月２１日（土）～９月２日（日）の毎日 

※８月１１日（土・祝）を除く。 

      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 

 

（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６月６日（水）～７月９日（月）の 

休館日除く毎日 １１：００～、１４：３０～ 

※６月１６日（土）、１７日（日）は１４：３０～のみ。 

７月１１日（水）～９月２日（日）の休館日除く毎日 １４：３０～ 

※８月１１日（土・祝）を除く。 

９月３日（月）～９月１０日（月）の休館日除く毎日 １１：００～、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 

別紙１ 

イメージ 

Ｎ７００系車両 

７００系新幹線（イメージ） 



（５）運転台の公開（記念撮影） 

普段は入ることのできないクハ３８１形式電車、７００系新幹線電車の運転台を公開します。 

新幹線の運転台では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。 

 

【クハ３８１形式電車】 

①開催期間：２０１８年６月６日（水）～７月９日（月）の 

①開催期間：休館日除く毎日 

②開催場所：クハ３８１形式電車車内 

③参加方法：クハ３８１形式電車ホームにて受付 

 

【７００系新幹線】 

①開催期間：２０１８年７月１１日（水）～９月１０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（在来線車掌、新幹線車掌、新幹線運転士） 

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： 

・在来線車掌：２０１８年６月１６日（土）、１７日（日） 

       １１：００～、１５：３０～ 

・新幹線車掌：２０１８年７月７日（土）、８日（日）、１４日（土）、１５日（日） 

          １２：３０～、１５：３０～ 

・新幹線運転士：２０１８年８月４日（土）、５日（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 

 

（７）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！  

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」 

の利用券をご好評につき先着順で販売します。 

 

①開催期間：２０１８年６月６日（水）～６月１８日（月）の 

休館日除く毎日 

２０１８年９月３日（月）～９月１４日（金）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１４：００～１７：００ … 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。 

 

 

新幹線シミュレータ「Ｎ７００」 

過去のイベントの様子 

過去のイベントの様子 



（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できます。 

 

①開催期間：２０１８年６月６日（水）～９月１０日（月）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 

※事前に館内１階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。 

 

 

（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６月９日（土）～９月９日（日）の土休日 

※７月２１日（土）～９月２日（日）は毎日開催します。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月２４日（木）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。  

過去のイベントの様子 

過去のイベントの様子 

◯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 

（１）開催期間：２０１８年９月２４日（月・祝）まで期間限定で開催中  

（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。 

 

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。 

 
企画展 

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


その他イベントについて 

 

（１）きかんしゃトーマス キャラクターショー／特別映像の上映会 

きかんしゃトーマスのキャラクターショーや、特別映像の上映会を行います。 

 

【キャラクターショー】 

①開催日時：２０１８年７月２１日（土）、２２日（日） 

      １１：３０～、１４：００～ 

②開催場所：イベント広場 

③所要時間：約３０分 

 

【特別映像の上映会】 

①開催日時：２０１８年７月２０日（金）～８月３１日（金）の毎日 

       １０：３０～、１２：３０～、１４：３０～ 

②開催場所：２階 映像シアター（定員５５名） 

③上映時間：約２０分 

※上映スケジュールは変更される場合があります。 

 

（２）パトカーと白バイ展示・愛知県警察音楽隊 ※初開催 

パトカーと白バイがリニア・鉄道館に展示されるほか、体験乗車もできます。 

また、愛知県警察音楽隊による生演奏もお楽しみください。 

 

①開催日時：２０１８年８月１１日（土・祝） 

    ・パトカーと白バイ 終日展示 

    ・１３：３０～ 愛知県警察音楽隊による演奏会 

    ・１４：１０～ 交通安全教育チーム「あゆみ」による「交通安全教室」  

    ・１４：５０～ 第一交通機動隊 B-forceによる「自転車教室」 

②開催場所：イベント広場 

 

 

（３）“ＰＨＯＴＯ ＩＳ”想いをつなぐ。５０，０００人の写真展２０１８ 

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応募作品の中から

選んだ２０作品も展示いたします。 

 

①開催期間：２０１８年８月１８日（土）～８月２６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：０４２－４８１－３２０９（月～金（土日祝を除く）10:00～17:00） 

ホームページ http://photo-is.jp 

 

 

 

別紙２ 

○ｃ2018 Gullane(Thomas)Limited. 

イベントイメージ 

イメージ 

５月２４日（木）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://photo-is.jp/
http://museum.jr-central.co.jp/


 
タイアップ企画について 

 
 

（１）わくわくレールランド２０１８×リニア・鉄道館 

ジェイアール名古屋タカシマヤ１０階催会場で開催される「わくわくレールラ

ンド２０１８」とタカシマヤ ゲートタワーモール７階、リニア・鉄道館の３つ

の会場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。 

 

①受付期間： 

【リニア・鉄道館】……………２０１８年７月２１日（土）～９月２日（日） 

               ※入館料が必要です。 

【わくわくレールランド（タカシマヤ）】…２０１８年８月１日（水）～８月６日（月） 

               ※最終日は１７：００閉場です。 

【タカシマヤ ゲートタワーモール７階】…２０１８年８月１日（水）～８月６日（月） 

               ※最終日は１７：００までです。 

 

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」の詳しい内容については、７月２７日（金）以降のジェイアール

名古屋タカシマヤホームページ（http://www.jr-takashimaya.co.jp）をご覧ください。 

 

 

 

 

（２）メイカーズ ピア×リニア・鉄道館 

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６月６日（水）～９月１０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。 

 

別紙３ 

http://www.jr-takashimaya.co.jp/


（３）あおなみ線×リニア・鉄道館 

名古屋臨海高速鉄道では、「あおなみ線」が１日乗り降り自由になるきっぷ「あお

なみ線一日乗車券」を特定駅で発売します！リニア・鉄道館の入館料が割引になるほ

か、ミュージアムショップとデリカステージョンでも特典がございます。 

 

・開催期間：２０１８年７月２０日（金）～８月３１日（金） 

 

・特典①：リニア・鉄道館 入館料割引  

大人         １０００円→８００円 

      小中高生        ５００円→４００円 

      幼児（３歳以上未就学児）２００円→１００円 

 

・特典②：・ミュージアムショップでオリジナルグッズをプレゼント。 

・デリカステーションにて８５０円（税込）以上のお弁当を購入された 

お客様に５００ml飲料１本をプレゼント。 

（お茶または水をお選びください。） 
 
  ※特典内容は変更となる場合があります。 
  ※「あおなみ線一日乗車券」の発売期間・発売箇所等の詳しい内容については、６月中旬 

以降にあおなみ線ホームページ（http://www.aonamiline.co.jp/index.asp）をご覧くだ 
さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ｃAONAMI LINE 
 

５月２４日（木）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://www.aonamiline.co.jp/index.asp
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５月２４日（木）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） 

※価格は全て税込です。 

※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 

写真 

デリカステーション 

「夏だ！肉だ！牛肉祭り」期間：２０１８年 7 月 21 日～9 月 2 日 

 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！ 

期間限定商品もございますので、ぜひお見逃しのないよう 

ご賞味くださいませ。 

＜主な取扱商品＞ 

 近江牛焼肉とそぼろ重・・・1,310 円【期間限定】 

 牛たん弁当・・・・・・・・1,260 円 

 東海道肉づくし・・・・・・1,210 円 

 あいち牛 牛めし・・・・・ 1,100 円 

 すきやき弁当・・・・・・・1,080 円【期間限定】 

 

 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

リニア・鉄道館限定「リニア・トレインヒーローズ」グッズと 

夏のおでかけを楽しもう！! 
リニアＭＬＸ01-1、新幹線０系、７００系をアメコミ風の 

イラストにした、リニア・鉄道館限定販売シリーズ 

「リニア・トレインヒーローズ」グッズを発売いたします！ 

夏休みのおでかけに大活躍間違いなしのラインナップを 

取り揃えましたので、ぜひこの機会にお買い求めください。 

 

＜主な取扱商品＞ 

① リニア・鉄道館オリジナルキッズキャップ・ 2,160 円 

② リニア・トレインヒーローズミニタオル・・  410 円 

③ リニア・トレインヒーローズテープ ・・・  324 円 

④ リニア・鉄道館オリジナル T シャツ・・・・ 2,376 円【NEW】 

⑤ リニア・鉄道館オリジナルビブ・・・・・・  994 円【NEW】  

▼あいち牛 牛めし 

▲東海道肉づくし 

「冷凍むかん（2 個入）324 円」販売★期間：２０１８年 6 月 1 日～9 月 2 日 
外皮をむかずに食べられる冷凍みかん、その名も「冷凍むかん」。 

昔懐かしの冷たいスイーツが今年も登場です！ 

暑い日のデザートにぜひいかがでしょうか。  
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