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リニア・鉄道館の夏休みイベント 
「高速鉄道の進化の歴史を探ろう！」開催について 

 
 

  リニア・鉄道館では、さまざまな体験を通して楽しみながら鉄道について知ることのできる夏休み

の期間限定イベントを開催します。今回、「高速鉄道の進化の歴史を探ろう！」をテーマとして、７

００系新幹線電車の誕生の経緯、特徴や、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を初めて開催します。また、きかんしゃトーマスキャラクターショーの

開催など、各種タイアップ企画を開催するほか、ミュージアムショップやデリカステーションでも、

イベントに合わせてフェアを開催いたします。 

夏休みの想い出づくりに、ご家族ご友人をお誘いあわせの上ご来館ください。 

 

（１）期間限定イベントの実施（別紙１） 

◆開催期間  平成２８年７月１３日（水）～８月３１日（水） 

※本イベント開催期間中は、７月１９日（火）を除き開館します。 
◆イベント概要 

① ガイドツアー「７００系新幹線をもっと知ろう！」 

    ７００系新幹線の誕生の経緯や特徴を、先頭形状の変化、車両の軽量化、省エネ性能など

の観点からスタッフが分かりやすくご紹介します。 

 ② ガイドツアー「超電導リニアの秘密を探ろう！」 

       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

どについてスタッフが分かりやすくご紹介します。 

 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分かりやすく解説します。 

  ④ ０系新幹線運転台の特別公開 

    普段は入ることのできない新幹線の運転台を特別に公開します。こども用制服を着用して

記念撮影することもできます。 

  ⑤ クイズラリー 

館内の展示物をヒントに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

様には参加賞として当館のオリジナルグッズをプレゼントします。 

  ⑥ 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。 

   

（２）タイアップ企画について（別紙２） 

① きかんしゃトーマスキャラクターショー、上映会の開催について 

リニア・鉄道館で、お子様に人気のきかんしゃトーマスキャラクターショーや特別映像の

上映会を開催します。 

 



② 富士フイルムの撮影体験イベント 

富士フイルムのカメラを使って、館内の鉄道車両などを自由に撮影することができる体験    

イベントを行います。お客様が撮影した写真のうち、ベストショットをその場でチェキプリン

トしてプレゼントいたします。 

 

※「“ＰＨＯＴＯ ＩＳ”想いをつなぐ。３０,０００人の写真展２０１６」の開催 

富士フイルム株式会社が開催している「３０,０００人の写真展」について、今年はリニア・ 

鉄道館が展示会場の一つになるとお知らせしておりましたが、いよいよ８月に「鉄道のある風 

景」部門の写真展を開催します。 

 

 【参考】他のイベントとのタイアップについて（別紙２） 

  ○浜松工場「新幹線なるほど発見デー」とのタイアップ企画 

７月２３日（土）・２４日（日）に浜松工場で開催される「新幹線なるほど発見デー」にて小学生以

下のお子様に配布する迷子札を、夏休みイベント期間中にリニア・鉄道館に持参すると、オリジナル

グッズをプレゼントします。 

 

○ジェイアール名古屋タカシマヤ「わくわくレールランド」とのタイアップ企画 

リニア・鉄道館とジェイアール名古屋タカシマヤの１０階催会場で開催される「わくわくレールラン

ド」の両会場でスタンプを揃えると、先着５００名様にすてきなグッズをプレゼントします。 

 

   

（３）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３） 

   ミュージアムショップ及びデリカステーションで、夏にぴったりの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。 



「高速鉄道の進化の歴史を探ろう！」リニア・鉄道館の夏休みイベント開催内容 

 
（１）７００系新幹線をもっと知ろう！ 

乗り心地や環境適合性の向上のため誕生した７００系新幹線電車。 

その誕生の経緯や特徴を、先頭形状の変化、車両の軽量化、省エネ性能など 

の観点からスタッフが分かりやすくご紹介します。 

① 開催日時：７月１３日（水）～８月３１日（水）の毎日 １１：００～、１５：３０～ 

② 開催場所：７００系新幹線車内 

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 

 

 
（２）超電導リニアの秘密を探ろう！ 
  シンボル展示エリアの超電導リニア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についてスタッフが分かりやすく 

ご紹介します。 

① 開催日時：７月１３日（水）～８月３１日（水）の毎日 １３：３０～ 

② 開催場所：シンボル展示エリア 

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 

 

 

（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 

分かりやすくご紹介します。 

① 開催日時：７月１３日（水）～８月３１日（水）の毎日 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）０系新幹線運転台の特別公開 

普段は入ることができない０系新幹線の運転台を特別に公開します。 

こども用制服を着用して記念撮影することもできます。また、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（有料）。 

① 開催日 ：７月１３日（水）～８月３１日（水）の毎日 

② 開催場所：０系２１形式新幹線 

③ 参加方法：０系２１形式新幹線のホームにて受付 

（先着順：各日約８５組（※１組最大４名まで）） 

④ フォトサービスおねだん：１，０３０円（記念カードとセットの場合は１，５３０円）（税込） 

 

過去のイベントの様子 

イベントのイメージ 

イベントのイメージ 

過去のイベントの様子 

別紙１ 



（５）クイズラリー 「新幹線をもっと知ろう！」 
新幹線について、館内の展示物をヒントに学ぶことができる 

クイズラリーを開催します。なお、ゴールされたお子様には参加賞  

として当館のオリジナルグッズをプレゼントします。 

① 開催日：７月１３日（水）～８月３１日（水）の毎日 

② 対象者：小学生以下のお子様 

③ 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。 

※クイズラリーの内容は、変更になる場合があります。 

 

 

（６）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 開催日時：７月１３日（水）～８月３１日（水）の毎日 １０：００～１７：００ 

② 場  所：２Ｆ体験学習室（お席には限りがあります） 

③ 対 象 者：小学生以下のお子様とその保護者 

④ 参加方法：ペーパークラフトを総合案内でご購入の上、備え付けのボンド等 

         を用いて工作をお楽しみ頂けます。作り方の解説ボードも設置します。 

⑤ そ の 他：ペーパークラフトは総合案内で各種３００円（税込）で購入できます。 

 
 
 
 
 
 

イベントの参加方法など詳しくは７月中旬より「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/） 

過去のイベントの様子 

イメージ 

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


 

タイアップ企画について 

 

１．きかんしゃトーマスキャラクターショー、上映会の開催について 
リニア・鉄道館で、お子様に人気の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開催

します。 

 

（１）きかんしゃトーマスキャラクターショー 

■ 開催日時：７月３０日（土） １１：３０～、１４：００～  

「トーマスと展覧会の絵」 

      ７月３１日（日） １１：３０～、１４：００～ 

「トーマスとパーシーの大切なメダル」 

■ 開催場所：１Ｆイベント広場 

■ 所要時間：約３０分 

 

（２）きかんしゃトーマス特別映像上映会 

■ 開催日時：７月１３日（水）～８月３１日（水）の毎日 

１０：３０～、１２：３０～、１４：３０～ 

■ 開催場所：２Ｆ映像シアター 

■ 所要時間：約２０分 

 

２．富士フイルム株式会社とのタイアップ企画について 

 

（１）撮影体験イベント「ミラーレス一眼 Ｘ－Ｔ１０ 撮影体験」 

富士フイルムのプレミアムミラーレスカメラ「Ｘ－Ｔ１０」を使って、館内

の鉄道車両などを自由に撮影することができます。普段スマートフォンで撮影

している方でも、カンタンに高画質な写真が撮影できます。お客様が撮影した

写真のうち、ベストショットの1枚をその場でチェキプリントして差し上げま

す。 

 

■ 開催日時：８月２０日（土）・２１日（日） 

       １０：３０～、１３：００～、１５：００～ （カメラの貸出しは、各回６０分間） 

■ 受付方法：館内にて受付（先着順：各回１０名） 

■ 受付場所：１Ｆイベント広場（各回１５分前より受付開始） 

 

※カメラ貸出の際に、身分証明書の提示が必要です。 

※ＳＤカードをお持ちいただければ、写真データをお渡しします。 

 

 

 

 

別紙２ 

 



※「“ＰＨＯＴＯ ＩＳ”想いをつなぐ。３０,０００人の写真展２０１６」 

「３０,０００人の写真展」は、写真の持つ魅力をたくさんの方に感じ 

ていただきたいという想いのもと、２００６年より富士フイルム株式会社

が毎年開催しています。今年はリニア・鉄道館が「鉄道のある風景」部門

の展示会場の一つとなり、風景の中の列車、迫力の一枚など鉄道が登場す

る作品が飾られます。 

 

■ 展示期間：８月２０日（土）～８月２８日（日） 

■ 展示場所：１Ｆイベント広場 及び ２Ｆセンターデッキ 

※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：０３－６４１７－３７６６ 

 （月～金｛土日祝を除く｝９：００～１３：００、１４：００～１７：００） 

 ホームページ http://photo-is.jp 

 

【参考】他のイベントとのタイアップについて 

（１）浜松工場「新幹線なるほど発見デー」とのタイアップ企画 

７月２３日（土）・２４日（日）に浜松工場で開催される「新幹線なる ほ

ど発見デー」にて小学生以下のお子様に配布する迷子札を、下記期間中に

リニア・鉄道館に持参すると、タイアップ企画オリジナルグッズをプレゼ

ントします。 

タイアップ企画は７月２３日（土）～８月３１日（水）の期間実施しま

す。 

   浜松工場「新幹線なるほど発見デー」の詳しいイベント内容については、 

   ＪＲ東海ホームページ（http://jr-central.co.jp）をご覧ください。 

 

（２）ジェイアール名古屋タカシマヤ「わくわくレールランド」とのタイアップ企画 

リニア・鉄道館と「わくわくレールランド」の両会場でスタンプを 

   揃えると、先着５００名様にすてきなグッズをプレゼントします。 

■ リニア・鉄道館受付期間：７月１３日（水）～８月３１日（水） 

■ わくわくレールランド受付期間：７月２７日（水）～８月１日（月） 

■ 対象者：小学生以下のお子様 

■ その他：「わくわくレールランド」の詳しいイベント内容については、 

７月１５日以降ジェイアール名古屋タカシマヤ店内にて配布するチラシや 

     ホームページ（http://www.jr-takashimaya.co.jp）をご覧ください。 

 

※どちらの会場から参加していただいても構いませんが、スタンプラリー 

受付期間内にスタンプを揃えてください。 

※「わくわくレールランド」の最終日（８月１日）は１７：００に終了となります。 

※プレゼントはなくなり次第終了 

 

※参加費は無料ですが、リニア・鉄道館では別途入館料が必要です。 

※写真はすべてイメージです。 

 

過去のイベントの様子 
（浜松工場「新幹線なるほど発見デー」会場） 

過去のイベントの様子 
（「わくわくレールランド」会場） 

http://photo-is.jp/
http://jr-central.co.jp/
http://www.jr-takashimaya.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 

 

（１）ミュージアムショップ「鉄道グッズで楽しい夏休みフェア」 

  ミュージアムショップでは、親子で楽しめるＴシャツやスリッポンスニーカーなど 

夏にぴったりの鉄道グッズを販売します。 

 

○発売期間 

７月１３日（水）～８月３１日（水） 

 

 ○主な取扱商品 

  ・オジコＴシャツ（２Ａ～１２Ａ）３，４５６～４，５３６円（Ｍ、Ｌ）５，１８４円 

  ・新幹線帽子Ｎ７００系     ３，２４０円 

  ・新幹線スリッポンスニーカー  １，９４４円 

 

（２）デリカステーション 

①「夏の牛肉弁当フェア」   

デリカステーションでは、暑い夏を乗り切るため、期間限定でスタミナのつく肉系のお弁当を 

販売します。ブランド牛や牛たんなどバラエティ豊かな牛肉弁当をどうぞ。 

 

○発売期間 

８月１１日（木・祝）～８月２１日（日） 

 

○主な取扱商品 

 ・「牛たん弁当（ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海ﾊﾟｯｾﾝｼﾞｬｰｽﾞ）」 １，１８０円 

・「元祖特撰牛肉弁当（新竹）」        １，３５０円 

   ・｢近江牛としょい飯（井筒屋）｣        １，３００円 

・「松阪牛めし（松浦商店）」          １，２００円 

・「名古屋ステーキ弁当（だるま）｣      １，２８０円 

 
 ②リニア・鉄道館限定「キッズサンド」 

   お子様向けのサンドイッチをリニア・鉄道館限定で新発売します。たまごサラダとウインナー＆ポテ

トサラダを∨字型のパンで挟み、具材がこぼれにくく、お子様も食べやすいサンドイッチです。ご購入

いただいた方には、リニア・鉄道館５周年ロゴのオリジナルぬりえをプレゼントします。 

（商品１個につき１枚、１１月末まで配布。なくなり次第終了） 

  

 ○販売開始 

  ７月２日（土）～ ※土日祝日限定販売 

 

 ○販売価格 

  ５００円（税込） 

 

 ※商品画像は全てイメージです。 

 ※価格、販売期間等は変更になる場合があります。  

※各フェアの開催期間など詳しくは、７月中旬以降に「リニア・鉄道館」のホームぺージをご覧ください。 

（http://museum.jr-central.co.jp） 

※いずれも税込価格 

※いずれも税込価格 

別紙３ 

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