
 
 

２０２３年３月１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 
 
新学期や入学式などの季節を迎えるにあたり、リニア・鉄道館では新たな「企画展」や

初めての「こどもパスポート限定イベント」等、様々なイベントで皆様をお迎えします。

春の陽気に誘われてリニア・鉄道館にぜひお越しください。 

 

１．第１２回企画展 国鉄バス第１号車のすべて 

～岡多線（岡崎-多治見、瀬戸-高蔵寺）を走った乗合自動車～【別紙１】 

 

２．こどもパスポートの発売【別紙２】 

 

３．春のイベント内容【別紙３】 

〇特別イベント 

(1)クルクルまわる「ベアリングのしくみを知ろう！」 

(2) 欧州製の２階建てバス、いざ来館！「ＪＲ東海バスコラボイベント！」 ※初開催 

(3)こどもパスポート限定イベント「リニア・鉄道館探検隊！」 ※初開催 

〇ガイドツアー 

(1)切符の歴史を体験しよう！ 

(2)スタッフおすすめガイドツアー 

(3)ドクターイエロー運転台潜入ツアー！これであなたも幸せに？ 

(4)国鉄バスガイドツアー 

〇体験イベント【親子でわくわくワークショップ】 

(1)「ＪＲ時刻表」の読みかた、楽しみかた ～旅行計画をたてよう！～ ※初開催 

(2)オリジナルバッジをつくろう！ 

(3)超電導リニアの模型をつくって、うかせよう！ 

(4)小さな世界へようこそ！手のひらジオラマで感じる鉄道の世界 ※初開催 

〇その他イベント 

(1)運転士、車掌（在来線）によるおもてなしイベント 

(2)ＪＲ東海音楽クラブコンサート 

(3)“ＴＯＩＣＡのひよこ”と一緒に探し出せ！クイズラリー 

 

４．ミュージアムショップ、デリカステーション 春の一押し商品【別紙４】 

(1)ミュージアムショップ 

特急「ひだ」号グッズ発売中！！ 

(2)デリカステーション 

  ・人気のアイスクリームに新フレーバー登場！ 

  ・ドクターイエロー容器のお弁当、絶賛発売中！ 

 
※毎週火曜日（祝日の場合は翌日）は休館日です。なお、５月２日（火）は開館いたします。 

※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。 



 
 

第１２回企画展 国鉄バス第１号車のすべて 

～岡多線（岡崎-多治見、瀬戸-高蔵寺）を走った乗合自動車～ 
 

国鉄バス第１号車は、鉄道省が自動車運輸に適した岡多線にて１９３０(昭和５)年１２月か

ら使用したもので、２０２２(令和４)年３月に「鉄道省営乗合自動車」として国の重要文化財

に指定されました。展示では、この車両の誕生した経緯や鉄道建設の予定線との関係、鉄道と

自動車の機能調整や商工省標準形式自動車の開発設計など､創業時の記録に触れながら重要文化

財としての価値などを紹介します。 

  

１．開催期間：２０２３年３月８日（水）～２０２４年１月２９日（月） 

２．開催場所：２階 収蔵展示室 

３．概  要： 

（１）省営自動車の誕生 

自動車のはじまりから乗合自動車事業、省営自動車の運行など 

（２）岡多線での運輸営業の開始 

営業開始と国産自動車の誕生、運行に必要な条件など 

(３）国鉄バス第１号車の概要 

新製時の姿から車両の構造や保守体制など 

(４）国鉄バス第１号車の文化的な価値 

文化財の意義や重要文化財の指定に至るまで 

（５）静態展示のための車両保存 

これまでの車両保存の経緯や取り組みなど 

（６）国鉄バス第１号車の現在の姿 

細部の車両構造をはじめ新製時との違いなど 

（７）省営自動車が果たした役割 

鉄道省や岡多線が果たしたもの、国鉄が果たした事柄 

４．備  考： 

（１）開催に合わせ、館内総合案内にて図録を販売いたします。ぜひお買い求めください。 

   価格：１，２００円（税込） 

（２）企画展の開催初日である２０２３年３月８日（水）に来館されたお客様には、 

「０系新幹線特製しおり」をプレゼントいたします。 

※３歳以上のお客様が対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

 

「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/） 

※内容は予告なく変更、中止することがあります。 

国鉄バス第１号車 企画展図録（イメージ） 



 
 

こどもパスポートの発売 
リニア・鉄道館では毎年ご好評いただいている、幼児及び小中高生のお客様を対象とした「こ

どもパスポート」を今年も販売いたします。２０２３年４月１日から１年間、何度でもご入館い

ただけることに加え、今年はご購入いただいたお客様を対象とした限定イベントを開催いたしま

す。また、これまで同様に同伴者の方の入館料割引や館内ショップご利用時の割引等の特典もあ

りますので、ぜひお買い求めください。 

 
１. 名  称：リニア・鉄道館 こどもパスポート 

 

２. 販売期間：２０２３年３月１５日（水）～２０２３年１０月２日（月） 

１１：００～１７：２０ 
 

３. 価  格：幼児用（３歳以上未就学児）：  ４００円（税込） 

小中高生用        ：１，０００円（税込） 

 
 

４. 有効期間：２０２３年４月１日（土）～２０２４年３月３１日（日） 
 

５. 販売箇所：館内総合案内 

 

６. 特典内容： 

（１）パスポート記載のご本人は、上記期間中、何度でもリニア・鉄道館に入館できます。 

※パスポートのご提示がない場合は通常料金が必要です。 

 

（２）パスポート所有のお子様並びにその同伴者の方は限定イベントにご参加いただけます。詳細は 

別紙３の他、リニア・鉄道館ＨＰで更新される情報をご確認ください。 

 

（３）同伴者の方の入館料を割引いたします。(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。 

 

（４）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。 

※割引は１日１回限りで、書籍、ＤＶＤ、メダル刻印など一部商品は割引対象外です。 

 

（５）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。 

※割引は１日１杯限りで、コーヒーは対象外です。 

 

７. 注意事項： 

（１）館内で販売するため、お買い求めいただく際は別途当日の入館料が必要です。 

 

（２）購入価格は有効期間(２０２３年４月～２０２４年３月)の年齢に該当する料金を適用します。 

※有効期間内に３歳となるお子様もご購入いただけます。 

 

（３）各種特典をご利用の際は必ずこどもパスポートのご提示をお願いいたします。 

 

  

別紙２ 

 

こどもパスポート（イメージ） 

※サイズ：約 5.4cm×約 8.5cm 

「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/） 



春のイベント内容 
〇特別イベント 

（１）クルクルまわる「ベアリングのしくみを知ろう！」 

 新幹線にも使われるベアリングを製作するメーカーによる 

特別イベントです。ベアリングの組み立て等を通じてしくみ 

を学んでいただけます。 

①開催日時：３月２９日(水)、３０日(木) 

４月 ３日(月)、 ５日(水) 

各日１１：００～、１３：３０～ 

②所要時間：約３０分 

③参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回１０組程度） 

      ※小学生以下のお子様とその保護者様が対象です。 

④開催協力：日本精工株式会社、ＮＴＮ株式会社 
 

 

（２）欧州製の２階建てバス、いざ来館！「ＪＲ東海バスコラボイベント！」 ※初開催 

国鉄バス第１号車を紹介する企画展にあわせ、リニア・鉄道館 

に２階建てバスがやってきます。皆さんとバスの「綱引き対決」、 

リニア・鉄道館周辺を走行する「試乗体験」や「記念撮影」 

を通じて、２階建てバスを身近に感じていただけます。 

①開催日時：５月１３日(土)、１４日(日) 

      各日１０：３０～、１１：４５～、１３：４５～ 

        １５：００～、１６：１５～ 

②所要時間：約６０分 

③参加方法：イベント広場にて受付（先着順：各回２９名） 

      ※小学生以下のお子様とその保護者様が対象です。 

       なお、「綱引き対決」にご参加いただけるのは 

       お子様のみとなります。 

④来館車両：Inter City-DD（スウェーデン スカニア社製） 

    ⑤開催協力：ジェイアール東海バス株式会社 

    ⑥そ の 他：ⅰ)イベントを開催していない時間帯は、自由に車内 

をご覧いただけます。 

ⅱ)当日はイベント広場にてＪＲ東海バス関連グッズ 

  を販売いたします。 

 

 

（３）こどもパスポート限定イベント「リニア・鉄道館探検隊！」 ※初開催 

    「こどもパスポート」所有者向けのイベント第１弾。リニア・ 

鉄道館の中で、普段入れない「収蔵車両エリア」に潜入します。 

一体何があるのか？探索する旅に挑戦しよう! 

①開催日時：５月２１日(日)、２８日(日) 

各日１１：３０～、１４：３０～ 

   ②所要時間：約３０分 

③参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回１０組程度） 

      ※こどもパスポート所有のお子様とその保護者様が対象です。 

受付時にこどもパスポート（２０２３年度分）をご提示いただきます。 

別紙３ 

 

欧州製２階建てバス 

Inter City-DD 

各種ベアリング 

開催協力 

収蔵車両エリア 



〇ガイドツアー 

（１）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：３月１１日(土)、１２日(日)、１８日(土)、 

２１日(火)、２５日(土)、２６日(日) 

          各日１１：００～、１３：３０～ 

②所要時間：約３０分 

③参加方法：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。 

 

 

（２）スタッフおすすめガイドツアー 

    初めてのお客様でも楽しんでいただけるよう、スタッフ 

がお薦めするコーナーや館内の見どころをご紹介いたし 

ます。リニア・鉄道館の魅力を知るための入門編として 

ぜひご参加ください。 

①開催日時：４月 １日(土)、１５日(土)、２２日(土)、 

２９日(土) 

５月２７日(土)  

各日１１：００～ 

    ②所要時間：約３０分 

③参加方法：館内（入場ゲート後方）にて受付 

（先着順：各回１５名程度） 

 

 

 （３）ドクターイエロー運転台潜入ツアー！これであなたも幸せに？ 

ドクターイエローの車内や映像などを見ながら、その役割 

をご紹介いたします。また、参加者の方には特別に運転台 

に座り記念撮影をしていただけます。 

①開催日時：４月 １日(土)、 ２日(日) 

４月 ８日(土)～２９日(土)までの土曜日 

各日１３：３０～ 

      ※４月２日(日)、８日(土)は１３：３０～に 

加えて、１１：００～も開催いたします。 

②所要時間：約４０分 

③参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回１０組程度） 

      ※小学生以下のお子様とその保護者様が対象です。 

④そ の 他：ご希望のお客様にはリニア・鉄道館のスタッフ 

      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) 

 

 

過去のツアーの様子 

イベント開催場所の様子 

922形新幹線電気軌道総合試験車 

（ドクターイエロー） 



（４）国鉄バスガイドツアー 

今年の企画展のテーマである国鉄バス第１号車を紹介いた 

します。なぜリニア・鉄道館にバスが展示されているのか、 

ぜひこのツアーに参加してその関係性を感じてください。 

①開催日時：５月１３日(土)、１４日(日)、２０日(土) 

２７日(土) 

  各日１３：３０～ 

②所要時間：約３０分 

③参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回１０名程度） 
 

 

 

〇体験イベント【親子でわくわくワークショップ】 

（１）「ＪＲ時刻表」の読みかた、楽しみかた ～旅行計画をたてよう！～ ※初開催 

旅のプランニングで使える「ＪＲ時刻表」。その使い方を 

お子様にも分かりやすくクイズ等を通じて紹介いたします。 

①開催日時：３月２５日(土）、２６日(日) 

各日１１：００～、１４：００～ 

②所要時間：約４０分 

③開催場所：講座室 

④参加方法：総合案内にて受付（先着順：各回１０組程度） 

⑤開催協力：株式会社交通新聞社 

 

 

（２）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：４月 ９日(日）、１６日(日) 

各日１１：００～、１３：３０～ 

②所要時間：約６０分 

③開催場所：講座室 

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：３００円／組（税込） 

※バッジは各組２つまで制作いただけます。 

 

 

（３）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：４月３０日(日） 

１１：００～、１３：３０～ 

②所要時間：約６０分 

③開催場所：講座室 

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。 

超電導リニアの模型 

※写真はキット２つ分です 

JR時刻表（イメージ） 

※交通新聞社発行 

オリジナルバッジの制作例 

国鉄バス第１号車 



（４）小さな世界へようこそ！手のひらジオラマで感じる鉄道の世界 ※初開催 

３辺合計２５ｃｍ以下のコンパクトな鉄道ジオラマづくり 

を開催します。線路のある簡単な風景を制作していただけ 

ます。 

①開催日時：５月２７日(土） 

１１：００～、１４：００～ 

②所要時間：約６０分 

③開催場所：講座室 

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：１,０００円／組（税込） 

 

 

〇その他イベント 

（１）運転士、車掌（在来線）によるおもてなしイベント 

現役の在来線運転士、車掌がリニア・鉄道館にやって 

きます。普段の仕事内容の紹介や様々なイベントで皆様 

をお迎えします。 

①開催日時：３月１９日(日）、２７日(月）、３１日(金） 

②開催場所：イベント広場 

③参加方法：１９日(日）…当日館内でご案内いたします。 

２７日(月）、３１日(金）…当日館内にて整理 

券をお配りします。 

      

 

（２）ＪＲ東海音楽クラブコンサート 

ＪＲ東海の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演奏をお楽しみください。 

①開催日時：４月２３日(日) 

１１：００～、１４：００～ 

②所要時間：約３０分 

③開催場所：イベント広場 

 

 

（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。 

①開催日時：５月 １日(月)～７日(日) 

      各日１０：００～１７：２５ 

②所要時間：約３０分 

    ③参加方法：イベント広場にてラリーシートを 

お配りします。 

 

 

 

 

「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）は休館日です。なお、5月 2日（火）は開館いたします。 

※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。 

※画像は全てイメージです。 

過去のコンサートの様子 

過去のお仕事紹介の様子 

過去に館内の散歩を目撃された 

ＴＯＩＣＡのひよこ 

手のひらジオラマの制作例 



別紙４

※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

※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、デリカステーションにおける春の一押し商品について

ミュージアムショップ

Nゲージリニア超電導リニアL0系
ディスプレイモデル
１１,５５０円 (税込)

ひみつメモ キハ85系ひだ連結 ４８０円 (税込) 在来線ラバーキーホルダー
キハ85系 ５８０円 (税込)

エッチングクリップス
キハ85系気動車 ５６０円 (税込)

今春キハ８５系での定期運行が終了。特急｢ひだ｣号グッズ発売中!!

なつかし鉄道ぽち袋各２２０円 (税込)

車両が磁力で
浮上します！

おこづかい お祝い おせんべつ

館内
限定

館内
限定

館内
限定

館内
限定

L０系ディスプレイモデル､好評発売中! 新しい門出を祝う。鉄道ぽち袋!

やや苦みのあるキャラメル
アイスクリームをベースに、
アーモンドプラリネを加えました。
濃厚でしっとりとした食感をお楽しみください。

バニラ
340円（税込）

キャラメル
アーモンドプラリネ
400円（税込）

２月発売の
新商品！

アイス売上
No.1

ドクターイエロー容器のお弁当、絶賛販売中！

人気のアイスクリームに新フレーバー登場！

923形ドクターイエローお子様ランチ
1,380円（税込）

Dr.Yellow lunch box
1,200円（税込）

デリカステーション

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

