
 

 

２０２２年１２月１日 

東海旅客鉄道株式会社 
 
 

リニア・鉄道館 冬のイベント開催について 
  
寒くて外に出ることに二の足を踏みやすくなるこの季節、皆様とお会いするために冬を

ホットにするような数々のイベントを用意いたしました。多くのお客様と一緒に楽しいひ

と時を過ごせることを心待ちにしております。 

 

１. 冬のイベントの内容について 【別紙１】 

〇特別イベント 

(1)鉄道開業１５０年記念「３館長トークショー」   ※初開催 

  (2)リニア・鉄道館 de ナイト   ※初開催 

(3)“ＴＯＩＣＡのひよこ”と一緒に探し出せ！クイズラリー    

(4) クリスマスデコレーション 

(5)“開”けましておめでとう！新幹線先頭カバー開放 

〇ガイドツアー 

(1)みどころガイド 

(2)親子で学ぶ新幹線運転台の歴史（０系、３００系、７００系車両） 

(3)のぞみ３０周年！３００系車両ガイド    

(4)切符の歴史を体験しよう！ 

〇体験イベント【親子でわくわくワークショップ】 

(1)「超電導リニアの模型をつくって、うかせよう！」 

(2)「オリジナル時計をつくろう！」 

(3)「オリジナルバッジをつくろう！」 

〇その他イベント 

(1)在来線運転士、車掌によるお仕事紹介 

(2)東京へ向かうＮ７００系新幹線シミュレータ 

(3)【年明け先着１万名様限定】特別ノベルティプレゼント 
 

２. 来館記念の冬の一押し商品を絶賛発売中！ 【別紙２】 

(1)ミュージアムショップ 

リニア･鉄道館でしか手に入らない限定商品 

(2)デリカステーション 

新ブランド「車窓食堂」の駅弁  
 

３. その他 

お客様に安心・安全にお楽しみいただくために、新型コロナウイルス感染拡大 

   防止に取り組んでいます。詳細についてはリニア・鉄道館ＨＰをご覧ください。 

（https://museum.jr-central.co.jp/_pdf/211025-3.pdf） 

 
※毎週火曜日（祝日の場合は翌日）、１２月２７日（火）～１月１日（日）は休館日です。 

※イベントの開催日時、参加方法等の詳細は別紙をご参照ください。 

※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。 

https://museum.jr-central.co.jp/_pdf/211025-3.pdf


リニア・鉄道館 冬のイベント開催について 
 

１. 冬のイベント内容について 

〇特別イベント 

（１）鉄道開業１５０年記念「３館長トークショー」 ※初開催 

鉄道開業１５０年を記念して３館連携イベント「たくさんの出会いをつくって、つな 

     いで」として鉄道博物館および京都鉄道博物館の館長様をお迎えしてトークイベント 

     を行います。イベントの前後には音楽デュオ「スギテツ」らによる演奏会も開催し、 

トークイベントに花を添えます。 

①開催日時：１２月１０日(土) 

１３：３０～１５：００ 

②開催場所：１階 イベント広場 

③ゲ ス ト：鉄道博物館    館長 大場 喜幸氏 

京都鉄道博物館  館長 前田 昌裕氏 

          (司会はリニア・鉄道館 館長 天野 満宏) 

④参加料金：無料（入館料のみでご覧いただけます。また、座席は先着順ですがお立見

でもご覧いただけます。） 

⑤そ の 他：ピアノとヴァイオリンのデュオ「スギテツ」 

（杉浦氏・岡田氏）とゲストの方による演奏を 

１１：３０と１５：３０で開催いたします。 

※各回４０分程度 

【演奏会ゲスト】 

           １１：３０～ 田ノ岡 三郎（アコーディオン） 

           １５：３０～ カズトレイン Ｓａｘ Ｑｕａｒｔｅｔ 
 

 

（２）リニア・鉄道館 de ナイト ※初開催 

館内の照明を変更し、いつもと少し違う幻想的な 

リニア・鉄道館の雰囲気をお楽しみいただけます。 

①開催日時：１２月２１日(水)～２６日(月) 

各日１６：３０～１７：００ 

    ②開催場所：１階 イベント広場、車両展示エリア 

          ２階 センターデッキ 

     ※通常営業時よりも館内が薄暗くなるため、足元には 

      十分にご注意ください。 

     ※シミュレータや各展示室等、上記以外の場所は通常の明るさでご案内します。 

 

 

（３）“ＴＯＩＣＡのひよこ”と一緒に探し出せ！クイズラリー 

館内にいるひよこを目印に探検シートのクイズに挑戦 

いただけます。館内をヨチヨチ歩くひよこに遭遇出来るかも 

しれません。 

※ＴＯＩＣＡのひよこと初めてコラボしたイベントです。 

①開催日時：１月２１日(土)～２９(日)の土日 

２月１１日(土)～１９(日)の土日 

    ②参加方法：１階 イベント広場にて受付 

別紙１ 

 

館内の様子（イメージ） 

ＴＯＩＣＡのひよこ 

ピアノ・編曲：杉浦 哲郎 
ヴァイオリン：岡田 鉄平 

館内の様子 



（４）クリスマスデコレーション 

    館内にクリスマス装飾を施し、皆様をお迎えいたします。 

特定の期間中は、サンタが気まぐれに散歩します。 

   ①開催日時：１２月８日(木)～２５日(日) 

  ※散歩期間：２３日(金)～２５日(日)の一部時間帯 

 

 

（５）“開”けましておめでとう！新幹線先頭カバー開放 

新年のお祝いとして０系新幹線の先頭カバー(前頭オオイ) 

を開催日の１２時に開放します。普段はなかなか見ること 

のできない新幹線先頭の内部をご覧いただけます。 

   ①開催日時：１月８日(日)、９日(月・祝) 

各日１２：００～１７：００ 

   ②開催場所：１階 イベント広場 ０系新幹線車両 

 

 

 

〇ガイドツアー 

（１）みどころガイド 

展示車両をはじめ、超電導リニアのしくみや鉄道ジオラマ 

の特徴などを解説します。 

①開催日時：１２月１１日(日)～２５日(日)の土日 

１月４日(水)～６日(金) 

１月７日(土)～２月２６日(日)の土日祝 

各日１１：００～ 

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 

 

 

 （２）親子で学ぶ新幹線運転台の歴史(０系、３００系、７００系車両) 

これまで東海道新幹線として活躍してきた車両の運転台を 

特別に公開します。ご参加のお子様には、運転席にお座り 

いただけます。 

①開催日時：１２月１１日(日)～２５日(日)の土日 

１月４日(水)～６日(金) 

各日１３：３０～ 

②参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回５組程度） 

      ※小学生以下のお子様とその保護者様が対象です。 

③所要時間：約５０分 

④そ の 他：ご希望のお客様には、０系新幹線に限り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有料のフォトサービスを行います。 

フォトサービスの価格：１，２００円／枚(税込) 

 

 

 

過去のみどころガイドの様子 

３００系新幹線電車 運転台 

過去のクリスマスデコレーションの様子 

過去の０系新幹線前頭オオイ開放の様子 

 



（３）のぞみ３０周年！３００系車両ガイド  

今年でデビュー３０周年を迎えた「のぞみ」初代車両であ 

る３００系新幹線の特徴とその活躍について、実物の車両 

を見ながら解説します。 

①開催日時：１月７日(土)～２９日(日)の土日祝 

  各日１３：３０～  

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）切符の歴史を体験しよう！ 

      昔の切符の取扱いや発券体験などを通じて、切符の歴史を 

学んでいただけます。 

     ①開催日時：２月４日(土)～２６日(日)の土日祝 

          各日１３：３０～ 

②参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回５組程度） 

       ※小学生以下のお子様とその保護者様が 

対象です。 

③所要時間：約３０分 

 

 

 

〇体験イベント【親子でわくわくワークショップ】 

（１）「超電導リニアの模型をつくって、うかせよう！」 

超電導リニアの模型を作成して走る・浮くしくみを学ぶ 

ことができます。 

①開催日時：１２月１１日(日）、２月５日(日) 

各日１１：００～、１４：００～ 

②開催場所：１階 講座室 

③所要時間：約６０分 

④参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回１０組程度） 

⑤参加料金：１,５００円／組（税込） 

※キットは各組１つご用意します。 

 

 

（２）「オリジナル時計をつくろう！」  

小さなロールペーパーを敷き詰め新幹線の模様を作り、 

オリジナル時計が制作できます。 

①開催日時：２月４日(土)、２３日(木・祝) 

        各日１１：００～、１４：００～ 

②開催場所：１階 講座室 

③所要時間：約６０～８０分 

④参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回１０組） 

⑤参加料金：１,５００円／組（税込） 

※時計は各組１つご用意します。 

３００系新幹線 車内 

オリジナル時計の制作例 
※デザインは変更となる場合がございます 

イベント開催場所 

超電導リニアの模型 

※写真はキット２つ分です。 



（３）「オリジナルバッジをつくろう！」  

鉄道車両をモチーフとした絵に好きな色を塗り、自分だけ  

のオリジナルバッジが制作できます。 

①開催日時：２月２５日(土）、２６日(日) 

各日１１：００～、１４：００～ 

②開催場所：１階 講座室 

③所要時間：約６０分 

④参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回１０組程度） 

⑤参加料金：５００円／組（税込） 

※バッジは各組２つまで制作いただけます。 

 

 

〇その他イベント 

（１）在来線運転士、車掌によるお仕事紹介 

現役の在来線運転士、車掌が普段のお仕事を紹介します。 

①開催日時：１月１４日(土）、１５日(日) 

各日１１：００～、１３：００～、 

１４：００～ 

②開催場所：１階 イベント広場 

③参加方法：当日館内にて整理券をお配りします。 

④所要時間：約３０分 

 

 

（２）東京へ向かうＮ７００系新幹線シミュレータ 

１２月の平日限定で、Ｎ７００系新幹線シミュレータの 

進行方向が変わります。普段と異なる名古屋→東京の 

景色をお楽しみ頂けます。 

①開催日時：１２月８日(木)～２６日(月)までの平日 

②開催場所：１階 新幹線シミュレータ「Ｎ７００」 

③所要時間：約１５分  

④参加料金：５００円／回  

⑤そ の 他：所要時間と参加料金は通常モードと同じです。 

また、天候と難易度は固定でのご案内となります。 

 

 

（３）【年明け先着１万名様限定】特別ノベルティプレゼント 

年明けにご来館いただいた方には「０系新幹線特製 

しおり」を先着でプレゼントいたします。 

①配布期間：１月２日（月・祝）～１月５日（木） 

②配布場所：入館ゲート 

※期間限定で、配布期間中でも無くなり次第終了となり 

ます。 

※３歳以上のお客様が対象となります。 

 
「リニア・鉄道館」のホームページでもご案内しています。（https://museum.jr-central.co.jp/） 

※毎週火曜日（祝日の場合は翌日）、１２月２７日(火)～１月１日(日)は休館日です。 

※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。 

※特段表記の無いものは入館料のみでお楽しみいただけます。  

オリジナルバッジの制作例 

Ｎ７００系新幹線シミュレータ 

過去のお仕事紹介の様子 

特製しおり（イメージ） 

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冬の一押し商品について

別紙２

※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。

ミュージアムショップ

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●●

リニア･鉄道館でしか手に入らない限定商品！

かわいいオリジナル文房具や展示車両のマスクなどもございます。ぜひミュージアムショップにお立ち寄りください。

各480円（税込） 550円（税込）各550円（税込）

ひみつメモ
①キハ85系ひだ連結
②313系電車連結
③383系しなの連結

やること付せん トレインマスク C62
①改札口
②トロリ線
③通学

館内
限定

鉄道イラストで、TODOリストのチェックが楽しい！ C62形式蒸気機関車の動輪がワンポイントメッセージを隠すように折ると、列車が連結！

館内
限定

①

②

③

館内
限定

①

②

③

デリカステーション

新ブランド「車窓食堂」の駅弁！

受け取り希望日の２日前までWEBで予約できる「東海道新幹線の駅弁予約」サービスもぜひご利用ください。
https://market.jr-central.co.jp/shop/c/cekiben

二段重 山 ～鶏とだし巻卵～
照り焼き、唐揚げ、つくね、鶏飯と、鶏肉のおいしさを存分に
味わえる駅弁です。 1,100円（税込）

11月
新商品

10月
新商品

二段重 海 ～金目と鯖の煮魚～
金目鯛の煮つけと、脂がのった鯖の味噌煮が主役の駅弁です。

1,380円（税込）

https://market.jr-central.co.jp/shop/c/cekiben

