
2019 年２月 21 日 

鉄 道 博 物 館 
 

 

鉄道博物館 2019年春休みイベント 

「鉄春到来！てっぱく春の感謝祭 2019」の開催について 
 

〇鉄道博物館では 2019 年３月９日（土）～４月８日（月）まで「鉄春到来！てっぱ

く春の感謝祭 2019」を開催します。 
 

〇新規イベントとして、①新幹線変形ロボシンカリオンの世界観を 360°の４D シア

ターで体感できる「新幹線変形ロボ シンカリオン 360°ザ・ムービー」、②400 系

新幹線電車の運転室公開、③ＪＲ東日本大宮運転区の現役の乗務員による「運転士

の一日」の仕事を体験できるイベントを実施します。 

※ ③は、3 月 23 日（土）１日限定となります。 
 

〇その他、お子さまから大人までお楽しみいただける全 12 のイベントをご用意しま

した。 
 

※イベントは一部を除き入館料のみでお楽しみいただけます。 

※３月 12 日（火）は休館日です。 

◆◆注目の新規イベント◆◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆イベント一覧 （★は新規）◆◆ 
【お子さまにオススメ】 

１ ★新幹線変形ロボ シンカリオン登場！！ 

２  ★大宮運転区の社員による「乗務員の一日」お仕事体験 

３  踏切事故防止キャンペーン「踏切事故０」運動 踏切非常ボタン体験 

４  祝・ご入学！集まれ、新小学一年生！ 

５  北海道木古内町 PR イベント「キーコ」がてっぱくにやってくる！！ 

６  きかんしゃトーマスのオリジナルキーホルダーをつくろう！ 

 

【車両の魅力を満喫できるイベント】 

７ ★400 系新幹線電車運転室公開 

 ８  200 系新幹線運転台公開 

 ９  ヘッドマークで「春よ来い！」 

 10  「日本列島 列車大行進 2019」上映 

 

【来館の思い出づくりにオススメ】 

 11  来館記念カードオールスターズ 

 12  オリジナルキャンドル作り体験 

 

新幹線変形ロボ シンカリオン 360°ザ・ムービー 

 

400 系新幹線電車運転室公開 

 



「鉄春到来！てっぱく春の感謝祭2019」イベントカレンダー 
 

イベント開催期間：2019 年 3月 9日（土）～４月８日（月） 

 

※３月 19日（火）、３月 26日（火）、４月２日（火）は開館します。 
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400系新幹線電車運転室公開

ヘッドマークで「春よ来い！」

新幹線変形ロボシンカリオン360°ザ・ムービー

「日本列島 列車大行進2019」上映（2/25～当分の間）

集まれ、新小学一年生

来館記念カードオールスターズ（3/9～3/29）

木古内町PRイベント「キーコ」

祝・ご入学！集まれ、新小学一年生

「日本列島 列車大行進2019」上映（2/25～当分の間）

祝・ご入学！集まれ、新小学一年生（3/9～4/8）

オリジナルキャンドル作り（3/13～4/8）

「日本列島 列車大行進2019」上映（2/25～当分の間）「列車大行進2019」上映

シンカリオン写真撮影会

さよなら！シンカリオン E５はやぶさ記念撮影会

ヘッドマークで「春よ来い！」（3/9～4/8）

踏切非常ボタン体験

来館記念カード

きかんしゃトーマスのオリジナルキーホルダー

祝・ご入学！集まれ、新小学一年生（3/9～4/8）

200系新幹線電車運転室公開

大宮運転区

オリジナルキャンドル作り（3/13～4/8）

来館記念カードオールスターズ（3/9～3/29）

来館記念カードオールスターズ

集まれ、新小学一年生

オリジナルキャンドル作り

ヘッドマークで「春よ来い！」（3/9～4/8）

ヘッドマークで「春よ来い！」

ヘッドマークで「春よ来い！」

新幹線変形ロボシンカリオン360°ザ・ムービー（3/9～9/30）シンカリオン360°

400系新幹線電車運転室公開

新幹線変形ロボシンカリオン360°ザ・ムービー（3/9～9/30）

「日本列島 列車大行進2019」上映（2/25～当分の間）

200系新幹線

200系新幹線電車運転室公開

「日本列島 列車大行進2019」上映（2/25～当分の間）

祝・ご入学！集まれ、新小学一年生（3/9～4/8）

オリジナルキャンドル作り（3/13～4/8）

来館記念カードオールスターズ（3/9～3/29）

ヘッドマークで「春よ来い！」（3/9～4/8）

「日本列島 列車大行進2019」上映（2/25～当分の間）

祝・ご入学！集まれ、新小学一年生（3/9～4/8）

オリジナルキャンドル作り（3/13～4/8）

ヘッドマークで「春よ来い！」（3/9～4/8）

新幹線変形ロボシンカリオン360°ザ・ムービー（3/9～9/30）

新幹線変形ロボシンカリオン360°ザ・ムービー（3/9～9/30）

新幹線変形ロボシンカリオン360°ザ・ムービー（3/9～9/30）

「列車大行進2019」上映

「列車大行進2019」上映

シンカリオン360°



１ 新幹線変形ロボ シンカリオン登場！！ 
  

（１） 新幹線変形ロボ シンカリオン 360°ザ・ムービー 

 

新幹線変形ロボ シンカリオンの世界観を、360°のバーチャル映像と音楽で体感できる

４Dシアターアトラクションです。円柱型の専用ドームで３Ｄメガネをかけて体感してい

ただきます。 

 

  ■期 間 2019年３月９日（土）～９月 30日（月） 

  ■時 間 10：30～17：30（１回約６分） 

  ■場 所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー２ 

  ■対 象 ４歳以上のお客さま 

  ■定 員 １回あたり最大 25名 

  ■料 金 500円（税込み） 

  ■主 催 株式会社ジェイアール東日本企画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※スペシャルギャラリー２内に設置する専用の券売機でお一人様につき１枚体験チケット（500 

円）をご購入いただきます。お支払いは現金のみです。 

  ※体験には、入館料が必要です。 

 

（２） 新幹線変形ロボ シンカリオン写真撮影会 in てっぱく春の感謝祭 2019 

 

シンカリオンＥ５はやぶさ、Ｅ６こまちがてっぱくにやってき

て、一緒に写真撮影ができます。 

 

  ■開催日 2019年３月 16日（土） 

  ■時 間 ①11：30～12：00頃 

②13：30～14：00頃  

③15：30～16：00頃  

  ■場 所 南館１Ｆ Ｅ５系新幹線電車モックアップ前 

  ■定 員 各回先着 60組（整理券制） 

 
 ※当日 10：00から南館１Ｆ Ｅ５系新幹線電車モックアップ前にて３回分全ての整理券（各回先着 

60 組様）を配布します。（なくなり次第終了） 

※整理券は１組につき１枚配布します。①～③のうち、１回のみご参加いただけます。 

※整理券をお持ちのお客さまは整理券に記載されている時間に会場にお越しください。 

※カメラはお客さまご自身でご用意ください。 

 

シンカリオン（イメージ） 

360°シアター「新幹線変形ロボ シンカリオン 360°ザ・ムービー」（イメージ） 

NEW 



 （３）「さよなら！シンカリオン Ｅ５はやぶさ」記念撮影会 

 

  シンカリオン Ｅ５はやぶさが鉄道博物館での任務を終え、３月 

28日（木）をもって超進化研究所大宮支部の基地に戻ります。それ 

に合わせ、「さよなら！シンカリオンＥ５はやぶさ」記念撮影会を 

実施します。ステップを設置し、その上にのぼって記念撮影できます。

ご参加いただいた小学生以下のお子さまに、シンカリオンＤＶＤを 

プレゼントします。 

 
■期 間 2019年３月 25日（月）～３月 28日（木） 

■時 間 10：00～11：00 

■場 所 本館１Ｆ インフォメーション付近  

■定 員 最大 60組（先着順、定員になり次第受付終了） 
 

※上記以外の時間帯は通常どおりステップなしの状態で自由に撮影できます。 

※シンカリオンＤＶＤは小学生以下のお子さまに一人 1 枚プレゼントします。 

 

©PJ-S・J/S・TBS 

 

 

２ 大宮運転区の社員による「乗務員の一日」お仕事体験 
 

  ＪＲ東日本大宮運転区の現役の乗務員が、映像や普段使用している

道具類を使って運転士の仕事を紹介します。さらに、現役の乗務員が

講師の「運転士体験教室」など、「乗務員の一日」を疑似体験できます。 

その他にも、現役の乗務員が運転技術を教える「205シミュレータ」

での運転士見習い体験や、子供制服記念撮影会など、乗務員の仕事に

触れられる様々なイベントを実施します。 
 

■開催日 2019年３月 23日（土） 

■時 間 13：00～16：00頃（イベントによって時間が異なります。） 

■場 所 南館１Ｆ 400系・Ｅ５系新幹線モックアップ前スペース ほか 

■対 象 小学生以下のお子さま 

■定 員 各イベント 20名程度（一部、抽選制のイベントがあります。） 

■内 容 ①「乗務員の一日」お仕事体験ツアー 

      ・「乗務員の一日」のお仕事映像上映 

      ・乗務員の道具類（行路票、乗務員鞄等）の紹介 

      ・「乗務員の一日」クイズ 

      ・現役乗務員による「運転士体験教室」 

     ②現役乗務員が教える「205シミュレータ」運転士見習い体験 

     ③オリジナル缶バッジ作成体験 

     ④子供制服＆電車キャップアート記念撮影会 

■主 催 JR東日本大宮運転区 

 
※イベントによって時間と場所が異なります。詳細は後日ホームページ等でお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

NEW 

Ｅ５はやぶさ 

Ｅ５はやぶさ像 

乗務員の仕事（イメージ） 

乗務員の道具類（イメージ） 



３ 踏切事故防止キャンペーン「踏切事故０」運動 踏切非常ボタン体験 
 

南館 1F 仕事ステーションの踏切展示を活用して、JR 東日本大宮

支社主催の踏切事故防止キャンペーン「踏切事故０(ゼロ)」運動を開

催します。JR 東日本大宮支社の社員が踏切設備の紹介や、踏切を通

行する際のマナーを解説し、踏切非常ボタン体験を行います。 

また、Ｅ５系新幹線電車モックアップ前で子供駅長制服撮影会も実

施します。 

 
■開催日 2019年４月６日（土） 

■内 容 ①踏切非常ボタン体験 【1回目】10:00～12:00 【2回目】14:00～16:00 

     ②子供駅長制服撮影会 14：00～16：00 

■場 所 南館１Ｆ 仕事ステーション 

■主 催 ＪＲ東日本大宮支社 
 

※参加ご希望者多数の場合は、終了時間前に受付を締め切らせていただくことがあります。 

※子供駅長制服撮影会のカメラはお客さまご自身でご用意ください。 

※ご参加いただいた方にノベルティグッズをプレゼントいたします（なくなり次第配布終了）。 

 

 

４ 祝・ご入学！集まれ、新小学一年生！ 

 
2019 年４月から小学校に入学する（もしくは、入学した）新一年生に、鉄道博物館から

のお祝いとして、小学校で使える「てっぱくオリジナルえんぴつ」をプレゼントします。 

 
■期 間 2019年３月９日（土）～４月８日（月） 

  ■時 間 10：00～18：00 

  ■場 所 本館１Ｆ インフォメーション 

  ■対 象 2019年４月に小学校に入学するお子さま 

 
※ノベルティ引き取り時に生年月日をご申告ください。 

※「てっぱくオリジナルえんぴつ」はお一人様につき 1 本差し上げます。色は選べません。 

 

 

５ 北海道木古内町 PRイベント「キーコ」がてっぱくにやってくる！！ 
 

 北海道新幹線の北海道内最初の駅がある「木古内町」の魅力を伝える PRイベン

トを開催します。「木古内町」のパネル展示に加え、公式キャラクター「キーコ」

との写真撮影や、Ｈ５系新幹線のペーパークラフト体験など、楽しいイベントを

多数開催します。転車台回転実演にも登場します。 
 

■実施日 2019年３月９日（土）、10日（日） 

■場 所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー前イベントスペース 

■内 容 ①公式キャラクター「キーコ」との写真撮影・ノベルティ配布 

      【1回目】10:00～10:30 【2回目】13:30～14:00 

     ②公式キャラクター「キーコ」転車台回転実演登場 

      【1回目】12：00～ 【2回目】15：00～ 

      ③Ｈ５系新幹線・道南いさりび鉄道ペーパークラフト体験（各回先着 50 名）      

      【1回目】11:00～11:30 【2回目】13:00～13:30 

       ④北海道新幹線 ・道南いさりび鉄道などのパネル展示 

■主 催 北海道木古内町役場 

 

木古内町公式キャラクター 

「キーコ」 

てっぱくオリジナルえんぴつ 

 

踏切非常ボタン体験（イメージ） 



 

６ きかんしゃトーマスのオリジナルキーホルダーをつくろう！ 
 

「きかんしゃトーマス」のオリジナルキーホルダーを作るイベントです。人気キャラク

ターと、ひらがな（50音）、記号のパーツを選んで自分だけの名前入りオリジナルキーホル

ダーを作成することができます。 
 

■開催日 2019年３月９日（土）、10日（日） 

 ■時 間 10：00～17：00 

 ■場 所 本館１Ｆ ミュージアムショップ横イベントスペース 

 ■対 象 ミュージアムショップ TRAINIART（トレニアート）で販売する 

専用プレート【980円（税込み）】をご購入いただいたお客さま 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
※体験には、入館料が必要です。 

 

 

７ 400系新幹線電車運転室公開 
 

  普段は入れない 400 系新幹線電車の運転室を公開し、学芸員が特徴や車内設備等につい

て解説します。 

 

■開催日 2019年３月 30日（土）、31日（日）、４月６日（土）、７日（日） 

■時 間 11：00～12：00（所要時間約３分間・入替え制） 

■場 所 南館 1階  400系新幹線電車 

■定 員 最大 20名（先着順、定員になり次第受付終了） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※10：50 頃から列に並んでお待ちいただけます。 

※1回あたり２～３名程度のグループで、約３分間車内をご覧いただきます（入替え制）。 

 

 

 

 

 

完成イメージ 

専用プレート（イメージ） 

選べる文字（イメージ） 

400 系新幹線電車 

NEW 

400 系新幹線電車 運転室 



 

８ 200系新幹線電車運転室公開 

 
 普段は入れない 200 系新幹線電車の運転室を公開し、その特徴や機能について展示解説員

が説明します。 

 

■開催日 2019年３月 16日（土）、17日（日）、21日（木・祝）、23日（土）、24日（日） 
■時 間 15：30～16：30（所要時間約３分、入替え制） 
■場 所 本館１Ｆ 車両ステーション 200系新幹線 
■定 員 最大 20組（先着順、定員になり次第受付終了） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
※15：20 頃から列に並んでお待ちいただけます。 

※1回あたり２～３名程度のグループで、約３分間車内をご覧いただきます（入替え制）。 

 

 

９ ヘッドマークで「春よ来い！」 

 
 車両ステーションに展示されている一部の車両（機関車）に、「さく

ら」をはじめ、春にちなんだヘッドマークを取付けます。  

 

■期 間 2019年３月９日（土）～４月８日（月）  

■時 間 10：00～18：00 

  ■場 所 車両ステーション 

  ■車 両 C57形蒸気機関車、EF66形電気機関車、ED75形電気機関車 

 

 

１０ 「日本列島 列車大行進 2019」上映 

 
てっぱくホールにて、映像作品「日本列島 列車大行進 2019」を上映

します。各地で活躍している新幹線や特急列車などが多数登場します。 

  

■開催日 2019年２月 25日（月）～当分の間  

■時 間 10：10～16：20（各回 92分、繰り返し上映） 

  ■場 所 北館 てっぱくホール 

■定 員 約 100名 

■協 力 ビコム株式会社 

 
※他のイベント等により、上映が中止または、時間が変更になる場合があります。 

 

 

 

日本列島 列車大行進 2019 

ヘッドマーク「さくら」 

（C57 形蒸気機関車に取付け） 

200 系新幹線電車 200 系新幹線電車 運転室 



１１ 来館記念カードオールスターズ 
 

鉄道博物館で過去に登場した合計 21 種類の「来館記念カード」を週ごとに種類を変えて一

挙に大放出します。これまでの「来館記念カード」をコレクションすることができます。 

 

■期 間 2019年３月９日(土)～３月 29日（金） 

■時 間 10：00～18：00 

■場 所 本館１Ｆ エントランスゲート付近 

 

【設置する来館記念カード（一例）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【来館記念カードオールスターズ ラインナップ】 

掲出期間 種類 来館記念カード 

３月９日（土）～３月 15日（金） 電車・気動車 

1  クモハ 455形電車 

2  クハ 181形電車 

3  クモハ 101形電車 

4  キハ 41300形気動車 

３月 16日（土）～３月 22日（金） 機関車・客車・貨車 

5  EF55形電気機関車 

6  ED40形電気機関車 

7  ED75形電気機関車 

8  EF58形電気機関車 

9  ED17形電気機関車 

10  DD13形ディーゼル機関車 

11   C51 形蒸気機関車 

12  弁慶号機関車 

13   ナハネフ 22形客車 

14   開拓使号客車 

15   コキ 50000形貨車 

３月 23日（土）～３月 29日（金） 新幹線 

16  0系新幹線 

17  200系新幹線 

18   E5系新幹線＋E6 系新幹線 

19   E2系新幹線＋E3 系新幹線 

20  E1系新幹線 

21   E7系新幹線 

 

※各週の在庫分がなくなり次第、配布を終了します。 

※上記の来館記念カードはエントランスゲート内に設置します。お一人様 1 枚までです。 

※上記期間中は、エントランス自動ドア付近の通常の来館記念カードは設置しません。 

※裏面にエントランス自動ドア付近に設置している日付スタンプを押していただけます。 



１２ オリジナルキャンドル作り 
 

オリジナルキャンドルを作るイベントです。グラスの中に自分の好

きな色の砂を入れて模様をつくり、電車などのガラス細工を置いてい

きます。ジェル状の蝋（ろう）を入れ、固まるまでの間、館内をご見

学いただくと、世界でたった一つだけのオリジナルキャンドルの完成

です！ 

 

■期 間 2019年３月 13日（水）～４月８日（月） 

■時 間 10：00～18：00 (最終受付は 17：00) 

■場 所 本館１Ｆ インフォメーション付近イベントスペース 

■料 金 1,100円（税込み）から 
 

※グラス・カラー砂・鉄道博物館ロゴプレート・貝殻・天然石が基本セットです。 

※グラス（容器）の大きさや、オプションによって料金が変わります。 

※体験には、入館料が必要です。 
 

 

１３ レストラン・カフェ期間限定メニュー販売 
 

館内のレストラン・カフェで春限定の特別メニューを販売します。 

 

（１）ビューレストラン 

■期 間  2019年３月１日（金）～売り切れ次第終了 

■場 所  南館４Ｆ ビューレストラン 

■メニュー ４種のベリーのパンケーキ 

■価 格  単品：780円（税込み）  

ドリンクセット：980円（税込み） 

 

 

 

 
（２）キッズカフェ 

■期 間 2019年３月９日（土）～４月８日（月） 

■場 所 本館１Ｆ キッズカフェ 

■メニュー つぶつぶ苺ミルク＆ソフト 

■価 格 490円（税込み） 

          

 

 

 

  

 

 

 
※上記の期間限定メニューは全て数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。 

  
 

 

オリジナルキャンドル 

（イメージ） 

【商品紹介】 

ふんわり感と厚みのあるパンケーキにバニラアイスを添えて、

４種のベリーの酸味がアクセントの一品です。 

 

【商品紹介】 

つぶつぶ食感のいちごソースとミルクを合わせたドリンクに、 

キッズカフェで大人気のソフトクリームをトッピングしました。 

お子さまから大人まで楽しめる一品です。 

４種のベリーのパンケーキ（イメージ） 

 

つぶつぶ苺ミルク＆ソフト（イメージ） 


