
２０１９年９月２日 

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 

リニア・鉄道館では､９月１１日から１２月２日まで「新幹線のひみつ、みつけよう！｣
をテーマに様々なイベントを開催します。新幹線のひみつについて紹介するガイドツアー
や新幹線の前頭オオイの中の特別公開など、たくさんのイベントをご用意しています。ま
た、当館で展示保管している鉄道車両にまつわる貴重なお話しをしていただく特別講演会
も開催いたします。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．秋のイベントについて【別紙１】 
【主なイベント内容】 

・ガイドツアー 

○「新幹線の７つのひみつ」ガイドツアー（初開催） 

新幹線のひみつを、新幹線車両を見ながら解き明かします。 

○Ｎ７００系新幹線ガイドツアー（初開催） 

Ｎ７００系新幹線電車の特徴などを新幹線の進化にふれな

がら解説します。 

・新幹線前頭オオイ特別開放 

○Ｎ７００系新幹線電車（初開催）、０系新幹線電車 

・お仕事紹介 

 ○パーサー（Ｎ７００系新幹線車内にて開催） など 

・特別イベントなど 

 ○特別展（鉄道模型のすべて Ⅱ、鉄道の標記文字のひみつ Ⅱ） 
 
２．特別講演会の開催について【別紙２】 

・テーマ「１００系新幹線電車のデビューと果たした役割」 

・テーマ「ホジ６０１４号蒸気動車の重要文化財指定にあたって」 

・テーマ「鉄道文字の歴史」 

 

 

 

 

 
 
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】 

・人気のダイキャストが復活販売！ 
・おすすめ！瀬戸焼の新幹線！ 

  ・ＳＮＳで話題 #ｼﾝｶﾝｾﾝｽｺﾞｲｶﾀｲｱｲｽ 販売中！ 

※休館日は毎週火曜日（祝日の場合は翌日）です。 
（１０月２２日（火・祝）は開館し、翌日１０月２３日（水）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。 
※屋外展示エリアでのイベントは天候等により内容を変更、中止することがあります。 
※屋外展示エリアでのイベント開催に伴い、一部車内飲食スペースを縮小させていただく場合がございます。 
※写真は全てイメージです。 

１００系新幹線電車 

新幹線車両の展示 

Ｎ７００系新幹線 
前頭オオイ特別開放 

ホジ６０１４号蒸気動車 駅名サイン 



秋のイベントについて 

 

１．ガイドツアー 

（１）「新幹線の７つのひみつ」ガイドツアー ※初開催 

新幹線のひみつを７つ、新幹線車両を見ながら解き明かします。 

① 開催日時 ９月１４日（土）～１０月２０日（日）の土休日 １３：００～ 

※ただし、１０月１３日（日）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系新幹線ガイドツアー ※初開催 

Ｎ７００系新幹線電車の特徴などを新幹線の進化にふれながら解説します。 

① 開催日時 １０月２２日（火・祝）～１２月１日（日）の土休日 

 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）ホジ６０１４号蒸気動車ガイドツアー ※重要文化財指定 

重要文化財に指定されたホジ６０１４号蒸気動車の特徴を解説します。 

① 開催日時 ９月１４日（土）～１１月３０日（土）の土休日 

１４：３０～ 

 ※ただし、１０月１３日（日）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 

 

（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解説します。 

① 開催日時 ９月１４日（土）～１２月１日（日）の土休日 

１１：００～ 

 ※ただし、１０月１３日（日）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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙１ 
 

過去のみどころガイドの様子 

新幹線車両の展示 

Ｎ７００系量産先行試作車 
（X0編成） 

過去のガイドツアーの様子 

 



２．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 

特別に公開します。 

（１）Ｎ７００系新幹線電車 ※初開催 

① 開催日時 ９月２１日（土）～２３日（月・祝） 

１２：３０～１６：００ 

② 開催場所 Ｎ７００系７８３形式新幹線電車 

 

（２）０系新幹線電車 

① 開催日時 １１月２日（土）～４日（月・休） 

１２：３０～１６：００ 

② 開催場所 ０系２１形式新幹線電車 

 

 

３．お仕事紹介 

現役の乗務員、パーサーや車両所社員が普段のお仕事について

紹介します。 

① 開催日時 ・新幹線車掌    ：９月１４日（土）、１５日（日） 

                   １１：３０～、１４：００～ 

・在来線乗務員   ：９月２１日（土）～２３日（月・祝） 

                   １４：００～、１５：３０～ 

・パーサー    ：１０月１２日（土）、１３日（日） 

        １１：３０～、１４：００～ 

・新幹線運転士  ：１０月１９日（土）、２０日（日）、 

２６日（土）、２７日（日） 

        １１：３０～、１４：００～ 

・新幹線車両所社員：１１月１６日（土）、１７日（日） 

     １１：３０～、１４：００～ 

・在来線車掌    ：１１月２３日（土・祝）、２４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 各回約３０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｎ７００系新幹線電車 

０系新幹線電車 

過去のお仕事紹介の様子 

（上）パーサー 

（中）新幹線運転士 

（下）新幹線車両所社員 



４．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）１００系新幹線電車 

① 開催期間 ９月１１日（水）～１０月１４日（月・祝）の休館日除く毎日 

② 開催場所 １００系１２３形式新幹線電車内 

③ 参加方法 １００系１２３形式新幹線電車ホームにて受付 

 

（２）３００系新幹線電車 

① 開催期間 １０月１６日（水）～１２月２日（月）の休館日除く毎日 

② 開催場所 ３００系３２２形式新幹線電車内 

③ 参加方法 ３００系３２２形式新幹線電車ホームにて受付 

 

 

５．愛知デスティネーションキャンペーン アフターキャンペーン 特別イベント 

（１）Ｃ６２形式蒸気機関車 運転台特別公開 

狭軌における蒸気機関車の世界最高速度を記録した、日本で最大・最速

のＣ６２形式蒸気機関車の運転台を特別に公開します。 

① 開催期間 １０月２日（水）～１２月２７日（金）の休館日除く毎日 

 

（２）ホジ６０１４号蒸気動車 車内特別公開 

現存する唯一の蒸気動車であり、重要文化財に指定されたホジ６０１４

号蒸気動車の車内を特別に公開します。 

① 開催期間 １０月２日（水）～１２月２７日（金）の休館日除く毎日 

 

 

６．特別展 

（１）鉄道模型のすべて Ⅱ 

新製車両の紹介や歴史的な意義などにより活用してきた多彩な鉄道模

型について、製作過程も併せて紹介します。 

① 開催期間 １０月２日（水）～１２月２７日（金）の休館日除く毎日 

② 開催場所 ２階体験学習室 

 

（２）鉄道の標記文字のひみつ Ⅱ 

駅構内や鉄道車両に使用している標記文字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 １０月２４日（木）～１２月２７日（金）の休館日除く毎日 

② 開催場所 ２階収蔵展示室 

 

過去の運転台公開の様子 
 

過去の特別展の様子 

過去の特別展の様子 

Ｃ６２形式蒸気機関車 

ホジ６０１４号蒸気動車 



７．その他イベント 

（１）瀬戸物展示 

愛知県瀬戸市内の小学生の作品を館内に展示します。 

① 開催期間 ９月２５日（水）～１２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 

 

（２）鉄道友の会名古屋支部 第３回写真展 

「ＪＲ東海の快速列車たち」～３１１系新快速運転開始３０周年～ 

懐かしの車両などの写真展を開催します。 

① 開催期間 １０月９日（水）～１２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東海音楽クラブコンサート 

ＪＲ東海の社員等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 １０月１３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 

 

（４）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 ９月１１日（水）～１２月２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。 

 

（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 開催期間 ９月１４日（土）～１２月１日（日）の土休日 

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 

クイズラリー 

過去のＪＲ東海音楽クラブ 

コンサートの様子 
 

過去の展示の様子 

過去の写真展の様子 



 

（６）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   ９月１１日（水）～１２月２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。 

 

 

 ９月上旬より「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/


特別講演会の開催について 

 
リニア・鉄道館では、当館で展示保管している鉄道車両にまつわる貴重なお話しをしていただく特

別講演会を以下のとおり開催いたします。皆様のご来館をお待ちしています。 
 
１．「１００系新幹線電車のデビューと果たした役割」 
１００系新幹線電車の完成に至るまでの経緯や苦労された点などについて、１００系新幹線電車

の開発・設計に携わった元国鉄車両局設計課長の望月旭氏にお話いただきます。 
 

（１）開催日時：９月１５日（日）１４：００～１５：３０ 
（２）開催場所：講座室 
（３）内   容：１００系新幹線電車の開発に至るまでの背景など 
（４）聴講方法：先着順で受付（定員１００名） 

リニア・鉄道館の入館券のみで聴講いただけます。 
（５）講 演 者：望月 旭【もちづき あさひ】氏 （元日本国有鉄道 車両局 設計課長） 

＜プロフィール＞ 
１９３６年神奈川県生まれ。１９６０年日本国有鉄道入社。

在来線や新幹線の車両保守を経て、２０１系電車や１００系新

幹線電車等の車両設計に携わる。１９８７年ＪＲ総研の速度向

上研究室長、２００１年から日本鉄道車両機械技術協会の技術

顧問として活躍した。 

 
 
 
２．「ホジ６０１４号蒸気動車の重要文化財指定にあたって」 
重要文化財に指定されたホジ６０１４号蒸気動車のこれまでの歩みなどについて、当社相談役の

須田寬が解説します。 
 
（１）開催日時：１０月１４日（月・祝）１３：３０～１４：３０ 
（２）開催場所：講座室 
（３）内   容：ホジ６０１４号蒸気動車のこれまでの歩みなど 
（４）聴講方法：先着順で受付（定員１００名） 

リニア・鉄道館の入館券のみで聴講いただけます。 
（５）講 演 者：須田 寬【すだ ひろし】 （東海旅客鉄道株式会社 相談役） 

＜プロフィール＞ 
１９３１年京都府生まれ。１９５４年日本国有鉄道入社。１９

８７年東海旅客鉄道株式会社代表取締役社長、１９９５年代表

取締役会長を経て、２００４年より相談役。（公社）日本観光振

興協会 全国産業観光推進協議会会長を務めるなど、観光関係の

活動に携わる。 

 
  

別紙２ 
 



３．「鉄道文字の歴史」 
「鉄道文字の歴史」をテーマに車両標記や駅名標の歴史など標記のひみつや歴史について、「され

ど鉄道文字 駅名標から広がる世界」の著者である中西あきこ氏と当社相談役の須田寬を迎えて、講

演とトークショーを開催します。 
 
（１）開催日時：１２月１日（日）１３：３０～１５：３０ 
（２）開催場所：講座室 
（３）内   容：車両標記や駅名標の標記のひみつなど 
（４）聴講方法：先着順で受付（定員１００名） 

リニア・鉄道館の入館券のみで聴講いただけます。 
（５）講 演 者：須田 寬【すだ ひろし】 （東海旅客鉄道株式会社 相談役） 

＜プロフィール＞ 

１９３１年京都府生まれ。１９５４年日本国有鉄道入社。１

９８７年東海旅客鉄道株式会社代表取締役社長、１９９５年代

表取締役会長を経て、２００４年より相談役。（公社）日本観光

振興協会 全国産業観光推進協議会会長を務めるなど、観光関係

の活動に携わる。 

 
         中西 あきこ【なかにし あきこ】 氏 （フリーライター） 

＜プロフィール＞ 
 １９７５年神奈川県生まれ。大学時代より書道を学ぶ。手書

きの駅名標文字の魅力のとりこになる。『鉄道ジャーナル』（鉄

道ジャーナル社）掲載の「されど鉄道文字」の連載を通じて、昭

和の時代感覚あふれる看板や書体・フォントをたずねてさらに

取材を続けている。 

 
（６）スケジュール 
        ・講演 「鉄道文字への想い」（相談役 須田 寬、１３：３０～１４：００） 
        ・講演 「鉄道文字の形と技」（中西 あきこ 氏、１４：００～１４：３０） 
        ・トークショー 「ＪＲ東海の鉄道文字のひみつ」 
             （相談役 須田 寬、中西 あきこ 氏、１４：３０～１５：３０） 

※トークショー終了後に館内の車両を見ながら標記文字の説明を行います。 
 
 
 
 
 ９月上旬より「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。 

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 
 

 

 

 

 

大人にも、子どもにも人気のリニア・鉄道館限定ダイキャストが 

８月より復活販売しました。 

 

 

 

 

 

 

 

焼き物の街、愛知県瀬戸市で手仕事によって一つひとつ 

制作された味わい深い商品でおみやげにおすすめです。 

 

 

 

人気のおみやげを是非この機会にお買い求めください。 

 

 
 
 

東海道新幹線の車内販売で人気のアイスクリームは、 

SNS 上でその硬さから「#ｼﾝｶﾝｾﾝｽｺﾞｲｶﾀｲｱｲｽ」として話題になっています。 
その硬さ、リニア・鉄道館で体験することができます。 

硬いのでしばらく待ってからお召し上がりください。 

 

リニア・鉄道館のデリカステーションではアイスクリームだけでなく、 

車内販売でおなじみのホットコーヒーも販売しています。 

 

新幹線に乗った気分で 

食後のデザートはいかがですか？ 

各フェアの開催期間など詳しくは９月上旬より「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。 

 

デリカステーション 

人気のダイキャストが復活販売! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 

おすすめ！瀬戸焼の新幹線！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイスクリームバニラ アイスクリーム抹茶 

ミュージアムショップ 

SNS で話題 #ｼﾝｶﾝｾﾝｽｺﾞｲｶﾀｲｱｲｽ 販売中！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  

③  
②  

②  ①  

① 館内限定ダイキャスト0系新幹線     ・・・・1,750円（税込） 

② 館内限定ダイキャスト超電導 MLX01-1  ・・・1,620円（税込） 

③ 館内限定ダイキャスト超電導ﾘﾆｱ L0 系・・・2,160 円（税込） 

 

① 瀬戸焼新幹線 922 形ﾄﾞｸﾀｰｲｴﾛｰ  ・・・1,200 円（税込） 

② 瀬戸焼新幹線 0 系          ・・・1,200 円（税込） 

アイスクリームバニラ ・・・286 円（税込） 

アイスクリーム抹茶   ・・・286 円（税込） 

ホットコーヒー    ・・・320 円（税込） 

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

