
２０２０年２月２６日 

東海旅客鉄道株式会社 

リニア・鉄道館 春のイベント開催について 

リニア・鉄道館では､｢学べる！鉄道の技術ってすごい！｣をテーマに、この春も様々な

イベントを開催します。東海道新幹線の車両開発や技術の進化について紹介する企画展や

ガイドツアーを開催するなど、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。 

１．第９回企画展「東海道新幹線 技術の進化」の開催について【別紙１】 

・初代新幹線電車の０系から現在主力のＮ７００Ａタイプ、そして

次期主力車両となるＮ７００Ｓまでの車両開発及び技術を中心

とした東海道新幹線の進化について、貴重な資料やパネル等を用

いて紹介します。 

 
２．その他の春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 

・「並べて比べて新幹線ガイドツアー」（※初開催） 

 並んだ展示車両にふれながら新幹線の技術の進化などについ

て学んでいきます。 

  ○ＧＷ期間中の新幹線前頭オオイ特別開放 

○春休みワークショップ「親子でミニジオラマを作ろう」（※初開催） 

○写真展「ＨＣ８５系」（※初開催） 

○特別展「ヘッドマーク特集」（※初開催） 

 
３．こどもパスポートの発売について【別紙３】 

 ・毎年ご好評いただいている「こどもパスポート」を今年も発売 

します。 

 

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「入園・入学・新学期 おめでとうフェア実施中！」 

・デリカステーション「新幹線パッケージのお弁当を販売！」 

 

※休館日は毎週火曜日です。 
（ただし、３月２４日（火）、３月３１日（火）、４月２８日（火）、５月５日（火・祝）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。 

ミニジオラマを作ろう 

Ｎ７００Ｓ確認試験車 

新幹線車両の展示 



第９回企画展 「東海道新幹線 技術の進化」の開催について 
 

初代新幹線電車の０系から現在主力のＮ７００Ａタイプ、そして次期主力車両となるＮ７００Ｓ

までの高速鉄道技術の進化について、貴重な資料やパネル等を用いて紹介します。 
 
（１）開催期間：２０２０年３月１８日（水）～９月２２日（火・祝） 

（２）開催場所：２階体験学習室 

（３）概  要： ① 新幹線の開発と国鉄時代の進化 

在来線の信頼できる技術をベースに１９６４年に世界初の高速鉄道車両として誕

生した０系車両、「お客様サービスの向上」を第一に初のモデルチェンジ車として１

９８５年にデビューした１００系車両の技術について紹介。 

         ② ＪＲ東海の誕生と速度向上 

最高時速２７０ｋｍ運転を実現した初代「のぞみ」車両である３００系車両、快適

性や環境への適合性なども高いレベルで実現した７００系車両の技術について紹介。

加えて、３００系車両開発後に「最新・最良の高速鉄道システム」を追求することを

目的として試験を行った９５５形新幹線試験電車（３００Ｘ）についても紹介。 

           ③ Ｎ７００系の時代 

現在の東海道新幹線の主力車両であるＮ７００系及びその改良型のＮ７００Ａに

ついて紹介。７００系車両をベースに快適性や環境性などを向上させ２００７年に営

業運転を開始したＮ７００系車両、安全性・信頼性を更に向上させ２０１３年に営業

開始したＮ７００Ａ車両の技術について解説。この時代の軌道や架線など地上設備の

進化についても紹介。 

            ④ 次の時代へ 

２０２０年７月に営業運転開始を予定している、東海道新幹線の次期主力車両であ

るＮ７００Ｓ新幹線電車の特徴や技術を紹介。東海道新幹線のみならず国内外問わず

に低コストでタイムリーに提供可能な「標準車両」がどのようにして実現したのかを、

安全性や快適性等の進化と合わせて解説。 

 

 

別紙１ 
 

２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。 
 

新幹線電車 
（左：０系  右：Ｎ７００Ｓ） 

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


その他の春のイベントについて 

１．ガイドツアー 

（１）並べて比べて新幹線ガイドツアー ※初開催 

東海道新幹線開業時に登場した０系新幹線から現在活躍しているＮ７００系新幹線まで、

並んだ展示車両にふれながら新幹線の技術の進化などについて学んでいきます。 

＜Part 1＞ ～高速化の追求編～ 

① 開催日時 ３月７日（土）～４月１９日（日）の土休日  

３月２３日（月）～４月３日（金）の毎日 １４：３０～ 

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 

 

＜Part 2＞ ～サービスの進化編～ 

① 開催日時 ４月２５日（土）～６月６日（土）の土休日 

４月２７日（月）～５月１日（金）の毎日 １４：３０～ 

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 

 

（２）バネの働きと電車の乗り心地ガイドツアー 

生活になじみのあるバネが電車のどの部分に使用され、安全性・快適性を 
向上させてきたのかを解説します。 
① 開催日時 ３月７日（土）～４月５日（日）の土休日 

３月２３日（月）～４月３日（金）の毎日 １３：００～ 

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）地球環境にやさしい新幹線ガイドツアー 

地球環境にやさしい新幹線について実験をとおして学んでいきます。 
① 開催日時 ４月１１日（土）～６月６日（土）の土休日  

４月２７日（月）～５月１日（金）の毎日 １３：００～ 

② 参加方法 館内にて受付（先着順：各回２０名程度） 

 

（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 ・３月７日（土）～３月１５日（日）の土休日 

３月２０日（金・祝）～６月８日（月）の休館日除く毎日 

 １１：００～ 

※ただし、６月７日（日）は開催しません。 

・４月６日（月）～４月２４日（金）の休館日除く平日 

５月７日（木）～６月８日（月）の休館日除く平日 １４：３０～ 

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 

 

別紙２ 
 

新幹線車両の展示 

過去のガイドツアーの様子 

過去のガイドツアーの様子 

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）０系新幹線前頭オオイ特別開放 

① 開催日時 ３月２０日（金・祝）～２２日（日） 

 １２：３０～１６：００ 

② 開催場所 ０系２１形式新幹線電車 

 

（２）ＧＷ期間中の新幹線前頭オオイ特別開放 

０系、１００系、３００系、７００系、Ｎ７００系いずれかの新幹線の前頭オオイの中を特別に 

公開します。どの車両の前頭オオイを特別開放するかは当日のお楽しみです。 

※１日１車両のみを開放します。 

① 開催日時 ５月２日（土）～５月６日（水・休） １２：３０～１６：００ 

② 開催場所 前頭オオイ開放車両前 

 

３．お仕事紹介 

現役の乗務員、パーサー、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 ・新幹線パーサー  ：４月１１日（土）、１２日（日） 

・新幹線運転士  ：４月１８日（土）、１９日（日） 

・新幹線車両所社員：４月２５日（土）、２６日（日） 

・新幹線車掌   ：５月１６日（土）、１７日（日）、 

            ２３日（土）、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 

 

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 

① 開催期間 ３月４日（水）～５月１１日（月）の休館日除く毎日 

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 

（２）３００系新幹線 

① 開催期間 ５月１３日（水）～６月８日（月）の休館日除く毎日 

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 

０系新幹線 

 

過去のお仕事紹介の様子 

（上）新幹線運転士 

（下）新幹線車両所社員 

過去の運転台公開の様子 
 



５．その他イベント 

（１）ＪＲ東海音楽クラブコンサート 

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 ６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 各回約３０分 

 

(２）春休みワークショップ「親子でミニジオラマを作ろう」 ※初開催 

Ｎゲージの鉄道ジオラマの制作体験をしてみませんか。 

制作した作品はお持ち帰りいただけます。 

① 開催日時 ３月２３日（月）、２４日（火） 

１３：００～１５：３０ 

② 開催場所 １階講座室 

③ 参加方法 １階総合案内にて受付（先着順：各日１５組程度） 

④ 参加料金 １，２００円／組（税込） ※車両模型は含みません。 

 

（３）写真展「ＨＣ８５系」 ※初開催 

ハイブリッド方式の次期特急車両であるＨＣ８５系。その試験走行車の外

観や内観などを、特急「ひだ」「南紀」で現在使用しているキハ８５系との

比較も合わせて、写真などで紹介します。 

① 開催期間 ３月１８日（水）～６月８日（月）の休館日除く毎日 

② 開催場所 ２階センターデッキ 

 

（４）特別展「ヘッドマーク特集」 ※初開催 

特急や急行列車などの先頭部に取り付けられた、列車の愛称を示す 

ヘッドマークを展示します。 

① 開催期間 ４月１日（水）～６月８日（月）の休館日除く毎日 

② 開催場所 ２階収蔵展示室 

 

（５）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 ３月４日（水）～６月８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。 

ペーパークラフト工作体験 

過去のＪＲ東海音楽クラブ 

コンサートの様子 
 

ミニジオラマを作ろう 

ＨＣ８５系 
 

ヘッドマーク 
 



（６）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 ３月２０日（金・祝）～６月７日（日）の土休日 

     ３月２３日（月）～４月３日（金）、４月２７日（月）～５月１日（金）の毎日 

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。 

 

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

上記のシミュレータの利用券を先着順で販売します。 

ただし、販売数量には限りがあります。 

① 開催期間   ３月４日（水）～６月８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） 

※混雑が見込まれる時は、開館前に整理券を配布する場合があります。 

 

 

 

 

 

 
２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。 
※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。  
※価格はすべて税込みです。 

クイズラリー 

新幹線シミュレータ「Ｎ７００」 

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


こどもパスポートの発売について 
 
 リニア・鉄道館では高校生以下のお子様を対象とした「こどもパスポート」を販売します。

ご購入いただくと、２０２０年４月１日から２０２１年３月３１日までの１年間、何度でもご

入館いただけるほか、同伴のお客様の入館料割引などの各種特典もご用意しています。 
 
◆名  称：「リニア・鉄道館 こどもパスポート」 
 
◆発売期間：２０２０年３月１８日（水）～２０２０年１１月３日（火・祝） 
 
◆価  格：小中高生用        ：１，０００円（税込） 
      幼児用（３歳以上未就学児）：  ４００円（税込） 
 
◆有効期間：２０２０年４月１日（水）～２０２１年３月３１日（水） 
 
◆発売箇所：リニア・鉄道館 １階総合案内 
 
◆特典内容：◎上記有効期間内において、パスポート記載のご本人に限り、リニア・鉄道館に 
       何度でも入館できます（パスポートの提示がない場合は通常料金が必要）。 
      ◎同伴のお客様の入館料を割引します（大人は２００円引、幼児・小中高生は 

１００円引）。 
※他の割引との併用はできません。 

      ◎館内ミュージアムショップで販売する商品を５％割引します。 
※税込１，０００円以上ご購入の場合に限ります。 

       ※１日１回限り、書籍、ＤＶＤ、メダル刻印など一部商品は割引対象外です。 
      ◎館内デリカステーションで販売するカップドリンクを５０円割引します。 
       ※１日１杯限り、コーヒーは対象外です。 
◆注意事項：◎館内での発売のため、お買い求めいただく際は別途当日の入館料が必要です。 
       ※既に有効期間内のこどもパスポートをお持ちのお子様ご本人の入館料は 

不要です。 
      ◎購入時の価格については、有効期間（２０２０年４月～２０２１年３月）の 
       学年に該当する料金を適用します。よって、有効期間内に３歳となるお子様も 
       ご購入いただけます。 
      ◎各種特典をご利用の際は必ずパスポートのご提示をお願いいたします。 
      ◎特典内容は変更となる場合があります。 
                               

別紙３ 

２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/） 

※写真・イラストはイメージです。 

※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。 

こどもパスポート 
※デザインは変更となる場合があります。 

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

別紙４

各フェアの開催期間など詳しくは２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. j r-centra l .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。 ※写真は全てイメージです。
※売切れの場合はご容赦ください。

新幹線パッケージのお弁当を販売！

ミュージアムショップ

デリカステーション

923形ﾄﾞｸﾀｰｲｴﾛｰお子様ﾗﾝﾁ
1,280円（税込）

Dr.Yellow lunch box
1,000円（税込）

販売日

入園・入学・新学期 おめでとうフェア実施中！

期間 ４月１３日（月）まで

入園グッズ
①新幹線 キルトシューズケース 1,540円（税込）

②新幹線 上履き15・16・17・18㎝ 各1,650円（税込）

③鉄下 超電導リニアＬ０系16～20㎝ 440円（税込）

入学グッズ
④トレイン消しゴム 各215～330円（税込）

⑤リニア・鉄道館かきかた鉛筆 各110円（税込）

①
②

③

④

⑤

通年で販売している「Dr.Yellow lunch box」に加え、

昨年春・夏の限定販売にて、ご好評につき連日完売となった

新幹線型容器の「７００系新幹線おにぎり弁当」と

「９２３形ドクターイエローお子様ランチ」を、行楽シーズン限定で再販売いたします。

その他にもいろいろな商品を取りそろえておりますので、この機会に是非お買い求めください！

※Ｎ７００Ｓ確認試験車仕様

※こちらの商品は通年販売です。

N700S新幹線弁当
1,280円（税込）

３月２０日（金・祝）～４月５日（日）の土休日、４月２９日（水・祝）～５月６日（水・休）の毎日

700系新幹線おにぎり弁当
1,280円（税込）

また、７月のＮ７００Ｓ営業運転開始に先がけ、Ｎ７００Ｓ確認試験車型のお弁当も販売！

お部屋の弁当容器コレクションに１編成増やしてみませんか？

お子様の入園・入学・新学期に活躍するいろいろなグッズを取りそろえてお待ちしています。

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

