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東海旅客鉄道株式会社 
 

リニア・鉄道館 秋のイベント開催について 

～「新幹線変形ロボ シンカリオン」とコラボレーションした展示を初開催！～ 
 
 
秋のリニア・鉄道館では、大人気のＴＶアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン」とコラ

ボレーションした企画を初開催するほか、ご家族で楽しめる様々なイベントを開催します。

皆様のご来館をお待ちしています。 
 

１．「新幹線変形ロボ シンカリオン」とのコラボレーション企画を開催！ 

～『ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ』も登場！～【別紙１】 

 ・「新幹線変形ロボ シンカリオン」のキャラクターに関する 

パネル展示や、リニア・鉄道館内を巡るスタンプラリーや 

謎解きラリーなどのイベントを開催します。 

 ・１０月８日（月・祝）には、主題歌「進化理論」を歌う 

『ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ』がリニア・鉄道館に登場、 

屋外展示の車両内でイベントを開催します。 

 
 
２．「鉄道のひみつ、みつけよう」イベントを開催！【別紙２】 

 ・東海道新幹線の速度向上に貢献した３００Ｘ車両などの車内を 

  特別に公開します。 

 ・新幹線の乗務員や車両所の社員などが普段のお仕事を紹介する 

イベントを開催します。 

 
 
３．ジェイアール東海バス３０周年記念イベントを開催！【別紙３】 

 ・ジェイアール東海バスの３０周年を記念したラッピングバスの 

  乗車体験イベントを実施するほか、運転士の訓練や災害時に 

使用する「黄色いバス」を特別に公開します。 

 
 
４．コンサートなど、ご家族で楽しめるイベントを開催！【別紙４】 

 ・ＪＲ東海の社員で構成する音楽クラブによる吹奏楽のコンサートを開催するほか、地

元の多加良浦保育園の園児がエイサー（沖縄の伝統芸能）を披露します。 
 
 
 

※９月６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/） 

※秋のイベント開催期間（９月１２日（水）～１２月３日（月））の毎週火曜日は休館日です。 

※イベントの開催日時、参加方法等は別紙をご参照ください。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。また、予告なく内容を変更、中止することがあります。 
※写真、イラストは全てイメージです。 

 
 

３００Ｘ 

乗務員訓練車「黄色いバス」 
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「新幹線変形ロボ シンカリオン」とのコラボレーション企画の開催について 

 

（１）シンカリオン企画展 ※開催期間：２０１８年１０月３日（水）～１１月２６日（月） 

 

◆特別展「シンカリオン展」 

人気ＴＶアニメ『新幹線変形ロボ シンカリオン』のキャラクターなどをパネル

展示します。また主題歌『進化理論』を歌う名古屋発の人気グループ『ＢＯＹＳ 

ＡＮＤ ＭＥＮ』の衣装も展示します。 

※先着３０，０００名様に、リニア・鉄道館オリジナルの「超シンカバトル 

カード・スペシャルバージョン」をプレゼントします。 

  ①開催場所：２階 体験学習室 

  ②観覧料 ：５００円（税込）  

   

 

 

◆「新幹線超進化研究所 謎
なぞ

鉄
てつ

ラリー」 

 リニア・鉄道館は、『新幹線変形ロボ シンカリオン』の中では「新幹線超進化研究所 東海指令室 名古屋

支部」として登場するのにちなんだ、謎解きラリー！ 

超進化研究所の研究所員となり、クイズに答えながら、謎解きをしていただきます。 

謎を解くと、秘密裏に開発されたプロトタイプ（試作機）の全容が明らかに！ 

①受付場所：２階 体験学習室 （参加受付は１５：３０まで） 

②参加料 ：５００円（税込）  

※予定数に達した場合、開催期間内でもイベント終了となる場合がございます。 

 

 

◆「シンカリオン 重ね押しスタンプラリー」 

館内にある４つのスタンプポイントを巡るスタンプラリー。 

スタンプを順番に重ねて押していくと、「シンカリオン Ｎ７００Ａのぞみ」が登場！ 

ゴールでは、ここでしか入手できない、当館限定クリアファイルをプレゼント！ 

 ①受付場所：２階 体験学習室 （参加受付は１６：３０まで） 

 ②参加料 ：５００円（税込）  

※予定数に達した場合、開催期間内でもイベント終了となる場合がございます。 

 

 

◆『新幹線変形ロボ シンカリオン』 テレビアニメ上映会 

  『新幹線変形ロボ シンカリオン』のテレビアニメ（第１話）を上映します。 

   ①上映場所：２階 映像シアター （各回定員５５名） ※入館料のみでお楽しみいただけます。 

     ②上映時間： １０：３０～、１２：３０～、１４：３０～ （各回２５分程度） 

   ※上映内容、スケジュールは変更になる場合があります。 

  

別紙１ 
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（２）『ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ』が登場！～『進化理論 ボイメン号』 に乗車しよう！ 

  『新幹線変形ロボ シンカリオン』の主題歌『進化理論』を歌う名古屋観光特使の『ＢＯＹＳ ＡＮＤ Ｍ

ＥＮ』がリニア・鉄道館に登場！屋外に展示している１１７系電車が１日限りでボイメン号に変身し、車

内では、シンカリオン主題歌「進化理論」レコーディングの裏話やゲーム大会などを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①実施日：２０１８年１０月８日（月・祝） 

１１：００～、１３：００～、１５：００～（各回３０分程度） 

 

    各回の出演メンバーは次のとおりです。（都合により予告なく変更になる場合があります） 

    １１：００～（水野勝 ・平松賢人・辻本達規） 

１３：００～（小林豊 ・勇翔  ・土田拓海） 

１５：００～（田村侑久・本田剛文・吉原雅斗） 

   ②開催場所：１１７系電車 車内 

   ③募集人数：各回４２組８４名 

   ④申込方法：必要事項を記入のうえ、往復ハガキでお申し込みください（９／２５必着） 

         申込者多数の場合は抽選により決定いたします。 

    ※入館料のみでご覧いただけます。イベント当日は当選ハガキをご持参ください。 

⑤往復ハガキ 記入方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ご記入いただいた個人情報は、(株)ジェイアール東海エージェンシーへ委託し、本イベントのご案内の目的にの

み使用いたします。 

 

 

 

往信 

450-6033 
こ
こ
に
は
何
も 

書
か
な
い
で
く
だ
さ
い
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返信 

応
募
者
の 

住
所
・
氏
名
を
お
書
き
く
だ
さ
い
。 

① 参加希望時間 

（第３希望まで記入可） 

② 申込者氏名・年齢 

③ 同行者氏名・年齢 

④ 住所 

⑤ 連絡先電話番号 

名古屋市中村区名駅 
１－１－４ 

ＪＲセントラルタワーズ３３階 

(株)ＪＲ東海エージェンシー 
「ボイメン」係 行 

『ＢＯＹＳ ＡＮＤ ＭＥＮ』 １１７系ボイメン号 



「鉄道のひみつ、みつけよう」イベントの開催について 

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

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： 

・新幹線車掌：２０１８年９月２２日（土）、２３日（日）、２９日（土）、３０日（日） 

         １１：３０～、１４：００～ 

・パ ー サ ー：２０１８年１０月６日（土）、７日（日） 

        １１：３０～、１４：００～ 

・在来線車掌：２０１８年１０月１３日（土）、１４日（日） 

１１：３０～、１４：００～ 

・新幹線運転士：２０１８年１０月２７日（土）、２８日（日） 

１１：３０～、１４：００～ 

・車両所社員：２０１８年１１月３日（土・祝）、４日（日） 

１１：３０～、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 

 

（２）運転台の公開（記念撮影） 

普段は入ることのできない３００系新幹線、１００系新幹線の運転台を公開します。 

新幹線の運転台で、お子様向けに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：２０１８年９月１２日（水）～１１月４日（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：２０１８年１１月５日（月）～１２月３日（月） 

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い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 価格：１，０３０円／枚(税込) 

（記念カードとセットの場合は１，５３０円／セット（税込）） 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 
 

過去のお仕事紹介の様子 

過去の運転台の公開の様子 



（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：２０１８年９月１５日（土）～１２月２日（日）の土休日 

      １１：００～、１４：３０～ 

※９月２９日（土）、１０月７日（日）、１０月８日（月・祝）、 

１０月２０日（土）、１０月２１日（日）を除く 

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）ペーパークラフト製作体験 
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：２０１８年９月１２日（水）～１２月３日（月） 

１０：００～１７：００ 
②開催場所：２階センターデッキ付近 
※事前に館内の総合案内でペーパークラフト（３００円／セット（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。 

 

 

（５）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開催日時：２０１８年９月１５日（土）～１２月２日（日）の土休日 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去のみどころガイドの様子 

ペーパークラフト製作体験 

（イメージ） 

クイズラリー（イメージ） 



ジェイアール東海バス ３０周年記念イベントについて 
   
ジェイアール東海バスは、今年で運行開始から３０周年を迎えました。これを記念して、３０周年記念展示

や、バスの乗車体験、バスの運転士によるお仕事紹介イベントを開催します。 
 

◆ジェイアール東海バス ３０周年記念展示 
①開催期間：２０１８年１０月１７日（水）～２０１９年１月１４日（月・祝） 
②開催場所：２階 収蔵展示室 

 
 
◆ラッピングバスの体験乗車 
３０周年を記念して登場したラッピングバスの体験乗車イベントを 
開催します。 
①開催日時：２０１８年１０月２０日（土）、２１日（日） 
      １０：３０～、１４：３０～ 
②集合場所：イベント広場 
③参加方法：館内にて受付 

（各回３０名程度。抽選となる場合があります。） 
      ※当イベントは小中高生及び未就学児とその保護者様が対象です。 
④所要時間：約３０分（バス移動含む）  ※途中下車はできません。 

 
 
 
 ◆乗務員訓練車「黄色いバス」の見学・お仕事紹介 

運転士の訓練や災害時の移動事務所として使用している「黄色いバス」を

展示、内部の見学会を開催します。また、バスの運転士が普段のお仕事を紹

介します。 
①開催日時：２０１８年１０月２０日（土）、２１日（日） 
      １２：３０～ 
      ※内部の見学は、随時可能です。 
②開催場所：リニア・鉄道館 屋外展示 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 
 

ラッピングバス（イメージ） 

乗務員訓練車「黄色いバス」（イメージ） 



 

 

コンサートイベント等について 
 

（１）多加良浦保育園 エイサー発表 
名古屋市港区の多加良浦保育園の園児が踊りなどを 
披露します。 

 
①開催日時：２０１８年９月２９日（土） 

１１：００～ 
②開催場所：イベント広場 
③所要時間：約３０分 

 
 
（２）ＪＲ東海音楽クラブ コンサートの開催 

ＪＲ東海の社員で構成す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１０月７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）鉄道友の会 名古屋支部 第２回写真展 

「ＪＲ東海の特急列車 いまむかし ～よん・さん・とうから５０年～」 
 
ＪＲ東海に引き継がれた懐かしの車両などの写真展を開催します。 
①開催期間：２０１８年１０月１０日（水）～１２月３日（月） 
②開催場所：イベント広場 
 

 

別紙４ 
 

過去のＪＲ東海クラブ コンサートの様子 

過去のエイサー発表の様子 
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