
２０１９年５月２７日 

東海旅客鉄道株式会社 

リニア・鉄道館 夏のイベント開催について 

リニア・鉄道館では､６月５日から９月９日に｢鉄道の仕組みがよくわかる！夏の自由研
究！｣をテーマに様々なイベントを開催します。プラレール６０周年記念展「プラレール
の世界」や、新幹線の省エネのひみつについて実験をまじえて解説する「新幹線のひみつ
をさぐろう！」を初開催するなど、たくさんのイベントをご用意しています。皆様のご来
館をお待ちしています。 

※イベントにより開催期間が異なります。 

 
１．プラレール６０周年記念展について【別紙１】（初開催） 
【主なイベント内容】 

◆ウェルカムプラレールタワーの設置      ◆３Ｄアートフォトスポットの設置 
◆ＪＲ東海とプラレールの世界の紹介       ◆ジオラマフォトスポットの設置 

  ◆プラレールの世界を紹介する特別映像の上映会 
 
 
 
 
 
 
 
２．その他の夏のイベントについて【別紙２】 
【主なイベント内容】 

◆ガイドツアー 

・新幹線のひみつをさぐろう！「新幹線の省エネ」（初開催）では、新幹線の省エネ

のひみつについて実験をまじえて解説します。 

・「ホジ６０１４号蒸気動車ガイドツアー」では、今秋、重要文化財に指定される車

両の特徴をスタッフが解説します。 

 

 

 

 

 

 

 

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】 

・鉄道グッズでおでかけフェア！ 
  ・新幹線型容器のお弁当の販売！ 

※休館日は毎週火曜日です（ただし、７月２３日（火）、７月３０日（火）、８月６日（火）、８月１３日（火）、８月２０日（火）、

８月２７日（火）は開館します）。 
※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は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。 
※写真は全てイメージです。 
※○Ｃ  ＴＯＭＹ  「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

ホジ６０１４号蒸気動車 

プラレール ＪＲ東海のＮ７００系とプラレール 

新幹線のモーター 

３Ｄアートフォトスポットのイメージ 



プラレール６０周年記念展 

プラレールの世界 
 

 
鉄道玩具「プラレール」発売６０周年を記念し、リニア・鉄道館にてプラレールに関する様々な特

別展示を行います。 
 
 

１．ウェルカムプラレールタワー 
エントランスに大きなプラレールタワーが登場し、皆様をお出迎え 
いたします。 
 
①開催期間：７月３日（水）～９月２日（月）の休館日除く毎日 
②開催場所：エントランス 

 
 

２．３Ｄアートフォトスポット 
まるでプラレールの世界に入り込んだような不思議な写真が撮れる

特別な３Ｄアートフォトスポットを設置します。 
 
①開催期間：７月３日（水）～９月２日（月）の休館日除く毎日 
②開催場所：イベント広場 
 
 
３．ＪＲ東海とプラレールの世界 
（１）ＪＲ東海とタカラトミーのかかわりの紹介 
ＪＲ東海とプラレールの知られざるかかわりについて紹介します。 
 
①開催期間：７月３日（水）～９月２日（月）の休館日除く毎日 
②開催場所：２階収蔵展示室 

 
 
（２）歴代のプラレール展 
ＪＲ東海管内で活躍した車両の歴代プラレールを展示します。珍し

い商品や懐かしい商品がずらりとならびます。 
 
①開催期間：７月３日（水）～９月２日（月）の休館日除く毎日 
②開催場所：２階センターデッキ 

 
 
 

 

別紙１ 
 

プラレールタワーのイメージ 

３Ｄアートフォトスポットのイメージ 

ＪＲ東海のＮ７００系とプラレール 

歴代プラレール展示イメージ 



４．プラレール６０周年記念 
オリジナル特急「レッドフライナー」の世界 

キッズコーナーに期間限定で６０周年記念オリジナル特急「レッド

フライナー」を設置します。コーナー内の改札を通過すると「レッド

フライナー」の世界が広がります。 
 
①開催期間：７月３日（水）～９月２日（月）の休館日除く毎日 
②開催場所：２階キッズコーナー 

 
※キッズコーナーは、小学生未満のお子様で、保護者同伴の場合に限りご利用いただけます。 
※レッドフライナーは、プラレールのオリジナル車両です。 

 
５．ジオラマフォトスポット 
新幹線の車両展示の再現ジオラマが登場します。 
 
①開催期間：７月３日（水）～７月２６日（金）の休館日除く毎日、 
      ８月２６日（月）～９月２日（月）の毎日 
②開催場所：イベント広場 
 
 
６．特別映像の上映会 
プラレールキャラクター「てっちゃん」がプラレールの世界を紹介

する特別映像を放映します。 
 
① 開催日時：７月３日（水）～９月２日（月）の休館日除く毎日 

１０：３０～、１２：３０～、１４：３０～ 

② 開催場所：２階映像シアター（各回定員５５名） 

 

 

プラレールとは: 
 「プラレール」（発売元：株式会社タカラトミー）は、２０１９年に発売６０周年を迎えたロングセ

ラーの鉄道玩具で、３世代にわたって愛されているブランドです。「プラレール」の原型は、金属や

木の玩具が主流であった１９５９年に、当時の最新素材であったプラスチックの玩具として発売さ 
れた「プラスチック汽車・レールセット」です。  
 特徴的な青いレールは、当時家族が団らんの時を過ごした「ちゃぶ台」の上で遊べるサイズで設計

されました。この規格は６０年経った今でも変わっておらず、当時のレールと最新のレールを繋げて

遊ぶこともできます。今後も、身近であり憧れでもある“鉄道”をテーマに、子どもたちが社会を学び、

創造力等の子どもたちの成長を促し、また親子のコミュニケーションを育むブランドとして展開し

ていきます。日本国内ではこれまでに、累計約１，４８０種類、１億６，９００万個以上を販売して

います（２０１９年１月末現在）。 
 

５月下旬より「リニア・鉄道館」のホームページでもご案内します。（https://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。 

※写真は全てイメージです。 
※○Ｃ ＴＯＭＹ  「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

車両展示再現ジオラマ 

のイメージ 

レッドフライナーの世界のイメージ 

特別映像のイメージ 

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


その他の夏のイベントについて 

 

１．ガイドツアー 

（１）新幹線のひみつをさぐろう！「新幹線の省エネ」 ※初開催 

新幹線の省エネのひみつについて、実験をまじえて解説します。 

① 開催日時 ８月２日（金）～９月１日（日）の毎日 １３：００～ 

② 参加方法 館内にて受付（先着順：各回３０名程度） 

③ 所要時間 約３０分 

 

（２）ホジ６０１４号蒸気動車ガイドツアー 

今秋、重要文化財に指定されるホジ６０１４号蒸気動車についてスタッフが

解説します。 

① 開催日時 ６月１５日（土）～６月３０日（日）の土休日 １４：３０～ 

７月６日（土）～７月１５日（月・祝）の土休日 １３：００～ 

       ７月２０日（土）～７月３１日（水）の毎日  １３：００～ 

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 

 

（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 ６月１５日（土）～６月３０日（日）の土休日 

１１：００～ 

７月６日（土）～７月１５日（月・祝）の土休日 
１１：００～、１４：３０～ 

７月２０日（土）～９月１日（日）の毎日 

１１：００～、１４：３０～ 

 ※ただし、８月１日（木）は開催しません。 

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 

 

２．Ｎ７００系量産先行試作車（Ｘ０編成）の屋外展示開始について 

Ｘ０編成１６両のうち、先頭車、中間車、グリーン車の３両を７月１７

日（水）より屋外に展示します。この３両については、常時車内の見学

ができるほか、飲食も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 
 

過去のみどころガイドの様子 

Ｎ７００系量産先行試作車 

（Ｘ０編成） 

新幹線のモーター 

ホジ６０１４号蒸気動車 



３．１００系新幹線前頭オオイ特別開放 

車両連結時等以外は通常開けることのない新幹線の前頭オオイの中を 

特別に開放します。 

① 開催日時 ８月１４日（水）～１６日（金）の毎日 

１２：３０～１６：００ 

② 開催場所 １００系１２３形式新幹線電車 

 

４．お仕事紹介 

現役の駅係員や乗務員、保線所社員等が普段のお仕事について紹介します。 

① 開催日時 ・駅係員      ：６月８日（土）、９日（日） 

                  １１：３０～、１４：００～ 

・新幹線車掌    ：６月１５日（土）、１６日（日）、２２日（土）、２３日（日） 

                  １１：３０～、１４：００～ 

・在来線車掌    ：７月１３日（土）、１４日（日） 

       １１：３０～、１４：００～ 

・新幹線運転士   ：８月３日（土）、４日（日） 

       １１：３０～、１４：００～ 

・新幹線保線所社員 ：８月１２日（月・休）、１３日（火） 

    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 各回約３０分 

 

５．新幹線運転台公開（記念撮影） 

普段は入ることのできない新幹線の運転台を公開します。 

運転台では、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。 

※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。 

フォトサービスの価格：１，１００円／枚(税込) 

（記念カードとセットの場合は１，６００円／セット（税込）） 

（１）７００系新幹線電車 

① 開催期間 ６月５日（水）～７月１５日（月・祝）の休館日除く毎日 

② 開催場所 ７００系７２３形式新幹線電車内 

③ 参加方法 ７００系７２３形式新幹線電車ホームにて受付 

 

（２）０系新幹線電車 

① 開催期間 ７月１７日（水）～９月９日（月）の休館日除く毎日 

② 開催場所 ０系２１形式新幹線電車内 

③ 参加方法 ０系２１形式新幹線電車ホームにて受付 

 

 

 

 

過去の１００系新幹線前頭オオイ特別開放 

過去の運転台公開の様子 
 



６．その他イベント 

（１）“ＰＨＯＴＯ ＩＳ”想いをつなぐ。50,000人の写真展 

富士フイルムが開催する日本最大級の参加型写真展。昨年に引き続き 

今年も「鉄道のある風景部門」の作品を展示します。 

① 開催日時 ８月１７日（土）～８月２５日（日）の毎日 

② 開催場所 イベント広場 

 

（２）わくわくレールランド２０１９×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２０１９」と１１階 特設会場「鉄道模型走行展示」、リニア・鉄道

館の３つの会場でスタンプを集めると、先着５００名様にすてきなグッズ

をプレゼントします。 

① 受付期間 

【リニア・鉄道館】・・・７月２０日（土）～９月１日（日）※入館料が必要です。 

【わくわくレールランド２０１９（タカシマヤ）】・・・７月３１日（水）～８月５日（月） 

                      ※８月５日（月）は１７時受付終了です。 

【鉄道模型走行展示（タカシマヤ）】・・・７月３１日（水）～８月５日（月） 

                        ※８月５日（月）は１７時受付終了です。 

※いずれの会場からでもご参加いただけます。 
※お一人様１回限り。 
※小学生以下のお子様が対象です。 
※「わくわくレールランド２０１９」の詳しい内容については、７月２５日（木）以降のジェイアール名

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

 

（３）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をペーパークラフトで作ることができます。 

① 開催期間 ６月５日（水）～９月９日（月）の休館日除く毎日 

１０：００～１７：００ 

② 開催場所 ２階センターデッキ付近 

※事前に館内の１階総合案内でペーパークラフト（各種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。 

※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。 

 

（４）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 ・６月８日（土）～７月１５日（月・祝）の土休日 

     ・７月１７日（水）～９月１日（日）の毎日 

     ・９月７日（土）、８日（日） 

② 参加方法 館内で配布する「探検シート」でご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。 

ペーパークラフト工作体験 

過去の写真展の様子 

クイズラリー 

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


（５）新幹線シミュレータ「Ｎ７００」、在来線シミュレータ「車掌」先着順利用券販売！ 

普段は抽選制で実施している両シミュレータの利用券について、 

ご好評につき、先着順で販売します。 

① 開催期間  ・６月５日（水）～７月１２日（金）の休館日除く毎日 

      ・８月２０日（火）～９月９日（月）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 １０：００ から販売 

④ 販売料金   ５００円（１回） 

※ただし、販売数量には限りがあります。 

 

 

 

 

 
５月下旬より「リニア・鉄道館」のホームページでもご案内します。（https://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。 
※写真・イラストは全てイメージです。 
※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。  

新幹線シミュレータ「Ｎ７００」 

https://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月下旬より「リニア・鉄道館」のホームページでご案内します。

（https://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 

鉄道グッズでおでかけしてみませんか！ 

雨の日も、暑い日でも何かと活躍してくれる商品を 

取りそろえてお待ちしています。 

 

期間：２０１９年 6 月 24 日（月）まで 

  

① トレインフェイスキッズ傘４５㎝      ･･･２,１６０円(税込) 

② トレインフェイスキッズポンチョ   ･･･３,２４０円(税込) 

③ 新幹線ドクターイエローせんぷうき ･･･８６４円(税込) 

④ 新幹線Ｎ７００系せんぷうき      ･･･８６４円(税込) 

 

《予告》 

ミュージアムショップでは、プラレール新商品『レールも！車両も！

情景も！60 周年ベストセレクションセット』を 

7 月３日（水）に先行販売いたします。 

詳細は、ミュージアムショップツイッターでお知らせいたします。 

 

新幹線型容器のお弁当の販売！ 
期 間：２０１９年７月２０日（土）～９月１日（日） 

食べ終わった後の容器をお部屋に飾れるとご好評をいただいている新幹線型容器のお弁当を、 

夏休み期間も販売します。ぜひお買い求めください！ 

写真 

デリカステーション 

冷凍むかん（２個入）の販売！ 
期 間：２０１９年 6 月 1 日（土）～9 月 1 日（日） 

価格：３２４円（税込） 

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」。 

冷たいスイーツは暑い日のデザートにぴったりです！ 

鉄道グッズでおでかけフェア! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ④ 

① 

② 

別紙３ 

○Ｃ  TOMY  「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 

 

「700 系新幹線おにぎり弁当」      「923 形ドクターイエローお子様ランチ」  「Dr.Yellow lunch box」 

       １,２８０円（税込）            １,２８０円（税込）          １,０００円（税込） 

                                          （※こちらの商品は通年販売です） 

 

 

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

