
 
 

２ ０ ２ １ 年 ３ 月 ３ 日 

東海旅客鉄道株式会社 

「ありがとう！リニア・鉄道館は１０周年」イベントの開催について 

リニア・鉄道館は、今年３月でオープンから１０周年を迎えます。お客様への感謝の気持

ちを込めて、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じたうえで、１０周年記念イベント

「ありがとう！リニア・鉄道館は１０周年」を開催します。ご家族連れの方をはじめ、多く

の方々にお楽しみいただけるイベントや新規の常設展示などを多数用意いたします。 

１．特別企画の実施について【別紙１】 

(1) イベントの実施について 

① 特別講演会 「オープン１０周年を迎えて、今、想うこと」 

② Ｃ６２形式蒸気機関車 １０周年ヘッドマーク特別装飾 

③ 特別展 リニア・鉄道館１０年のあゆみ 

④ 知りたい！聞きたい！鉄道のお仕事 

⑤ ワークショップ「親子でオリジナル駅名グッズを作ろう！」 ※初開催 

(2) 来館プレゼント企画 

① 来館ノベルティプレゼント  

② バースデープレゼント ※初開催 

③ オープン１０周年 わくわくビンゴ大会 ※初開催 

２．コラボ企画について【別紙２】 

 (1) 名古屋臨海高速鉄道あおなみ線 リニア・鉄道館１０周年記念車両 

(2) こども招待券プレゼント 

３．第１０回企画展 重要文化財 ホジ６０１４号蒸気動車のすべて【別紙３】 

４．新たな常設展示の紹介【別紙４】 

(1) Ｎ７００Ｓ プロジェクションマッピング 

(2) 機関車給水柱 

(3) 機関車番号板 

５．こどもパスポートの発売について【別紙５】 

６．ミュージアムショップ、デリカステーション オススメ商品について【別紙６】 

(1) 「オープン１０周年記念メダル」及び「ホジ６０１４号」グッズを新発売！！ 

(2) 祝 リニア・鉄道館１０周年 人気のコーヒーを特別価格で販売！ 

７．新型コロナウイルス感染拡大防止の取組み 

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/201124.pdf） 

※毎週火曜日（祝日の場合は翌日）は休館日です。 
（ただし、３月２３日（火）、３月３０日（火）、５月４日（火・祝）は開館します。） 

※イベントにより開催期間は異なります。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。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。 

※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。 
※イラストは全てイメージです。 

１０周年記念ロゴ 

特製しおり 

https://museum.jr-central.co.jp/_pdf/201124.pdf


 

リニア・鉄道館１０周年記念 特別企画の実施について 
 

 

１．イベントの実施について 

(1) 特別講演会 「オープン１０周年を迎えて、今、想うこと」 

車両保存の意義や展示車両の価値とその活用についてお話しします。 

① 開催日時：３月１４日（日）１３：３０～１４：３０ 

② 開催場所：イベント広場 

③ 聴講方法：館内にて受付（先着順：定員５０名） 

④ 講 演 者：須田 寬【すだ ひろし】（東海旅客鉄道株式会社 相談役） 
 

 

(2) Ｃ６２形式蒸気機関車 １０周年ヘッドマーク特別装飾 

Ｃ６２形式蒸気機関車に１０周年ヘッドマークを取り付けます。 

また、Ｃ６２形式蒸気機関車の運転台を公開します。 

① 開催期間：３月１４日（日）～９月２７日（月）の 

休館日除く毎日 

② 開催場所：シンボル展示（Ｃ６２形式蒸気機関車） 
 

 

(3) 特別展 リニア・鉄道館１０年のあゆみ 

１０年間のあゆみを写真等で振り返ります。 

① 開催期間：３月１４日（日）～９月２７日（月）の 

休館日除く毎日 

② 開催場所：収蔵展示室 
 

 

(4) 知りたい！聞きたい！鉄道のお仕事 

リニア・鉄道館で働いている学芸担当者が、館内のみどころや鉄道  

に使われている技術、業務体験談などを紹介します。 

① 開催日時：４月３日（土）、１０日（土）、１７日（土） 

１４：３０～ 

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 
 

 

(5) ワークショップ「親子でオリジナル駅名グッズを作ろう！」 ※初開催 

親子でオリジナル駅名グッズ（しおり、マグネット）を作成してい  

ただけます。 

① 開催日時：４月１１日（日）、１８日（日） 

１１：００～、１３：００～ 

② 開催場所：講座室 

③ 参加方法：館内にて受付（先着順：各回１０組程度） 

④ 所要時間：約１時間 
 

 

 

別紙１ 

 

Ｃ６２形式蒸気機関車 

知りたい！聞きたい！鉄道のお仕事 

オリジナル駅名グッズ 

オープン当時の様子 



２．来館プレゼント企画 

(1) 来館ノベルティプレゼント 

大人の入館料にてご入館いただいた方には「７００系新幹線電車特製 

しおり」を、幼児及び小中高生の入館料またはこどもパスポートでご入 

館いただいた方には「１０周年記念特製コースター」をプレゼントしま 

す。 

① 開催期間：３月１４日（日）～４月１９日（月）の休館日除く毎日 

② 配布場所：入館ゲート 

※特製しおりはお一人様１枚、特製コースターはお一人様１組 

プレゼントします。 

※各先着１０，０００名様に配布、なくなり次第終了。 

※こどもパスポートについては別紙５をご覧ください。 
 

 

(2) バースデープレゼント ※初開催 

誕生月にご来館いただいたお客様に、バースデーシールをプレ  

ゼントします。 

① 開催期間：３月１４日（日）～２０２２年３月３１日（木）の 

休館日除く毎日 

② 配布場所：館内スタッフにお声掛けください。 

※幼児及び小中高生のお客様が対象。 

※誕生月を証明できるものを当日ご持参ください。 
 

 

(3) オープン１０周年 わくわくビンゴ大会 ※初開催 

お客様への感謝の気持ちを込めて、お子様を対象にビンゴ大会を開催します。 

① 開催日時：３月２１日（日）、２８日（日）、４月４日（日）１４：００～ 

② 開催場所：イベント広場 

③ 参加方法：館内にて幼児及び小中高生にお一人様１枚ビンゴカードを配布します。  

（先着順：各回５０名程度） 

④ 景  品：ミュージアムショップおすすめ商品、リニア・鉄道館ノベルティ等 

（各回全３０品） 

※景品は当選順に配布、なくなり次第終了。 

 

 

 

 

特製しおり 

３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。  

１０周年記念特製コースター 

バースデーシール 

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


 

リニア・鉄道館１０周年記念 コラボ企画について 
 

 

１．名古屋臨海高速鉄道あおなみ線 リニア・鉄道館１０周年記念車両 

シンボル車両をモチーフとしたオリジナルのロゴマークやヘッド 

マークをあおなみ線を走る車両に掲出しています。 

① 開催期間：２月２６日（金）～１２月中旬（予定） 

※掲出はあおなみ線全編成中の１編成のみです。  

 

 

２．こども招待券プレゼント 

ジェイアール名古屋タカシマヤ、ＪＲゲートタワー内のユニクロ

やビックカメラでのお買い上げ金額、名古屋マリオットアソシアホ

テル内レストランでのお食事金額に応じて、こども招待券を差し上

げます。また、名古屋マリオットアソシアホテルや名古屋ＪＲゲー

トタワーホテルにご宿泊のお子様に、こども招待券を差し上げます。 

① 有効期間：２０２２年３月３１日（木）までの休館日除く毎日 

※本券１枚につき、幼児及び小中高生のお子様１名様が無料で入館できます。 

※入館受付にて本券をご提示いただき入館券とお引き換えください。 

※払い戻しはできません。 

※半券を切り取り後は使用できません。 

※なくなり次第終了。 

 

(1) ジェイアール名古屋タカシマヤ 

対象売場にて、５,０００円（税込）以上お買い上げの方に、  

こども招待券（２枚）を差し上げます。 

① 配布期間：３月２０日（土）～４月６日（火） 

② 対象売場：８階ベビー・こども服売場、おもちゃ売場 

③ 配布枚数：６,０００組１２,０００枚 

※ご利用レシートの合算不可 

 

(2) ＪＲゲートタワー「ビックカメラ 名古屋ＪＲゲートタワー店」 

９階おもちゃコーナーレジにて、お買い上げ２，５００円（税込）  

につき、幼児及び小中高生のお子様をお連れのお客さまに、こども 

招待券１枚を差し上げます。 

① 配布期間：３月１４日（日）～なくなり次第終了 

② 配布枚数：３,０００枚 

※ご利用レシートの合算不可 

 

(3) ＪＲゲートタワー「ユニクロ 名古屋店」 

お買い上げ２，５００円（税込）につき、幼児及び小中高生のお子  

様をお連れのお客さまに、こども招待券１枚を差し上げます。 

① 配布期間：３月１４日（日）～なくなり次第終了 

② 配布枚数：１,０００枚 

※サービスカウンターにてお買い上げレシートをご提示ください。 

※ご利用レシートの合算不可 

別紙２ 

 

こども招待券 

リニア・鉄道館１０周年記念車両 



 

(4) 名古屋マリオットアソシアホテル 

名古屋マリオットアソシアホテルにご宿泊された幼児  

及び小中高生のお子様１名につき、こども招待券１枚を 

差し上げます。 

① 配布期間：３月１４日（日）～なくなり次第終了 

② 配布枚数：３,０００枚 

 

対象店舗にて、２，５００円（税込）以上お食事につき、幼児及び小中高生のお子様を

お連れのお客さまに、こども招待券１枚を差し上げます。 

① 配布期間：３月１４日（日）～なくなり次第終了 

② 対象店舗：１５階 ロビーラウンジ シーナリー 

１５階 オールデイダイニング パーゴラ 

      １８階 中国料理 梨杏 

      １８階 日本料理 京都 つる家 

      １８階 鉄板焼 那古亭 

      ５２階 スカイラウンジ ジーニス 

③ 配布枚数：３,０００枚 

※ご利用レシートの合算不可 

 

(5) 名古屋ＪＲゲートタワーホテル 

名古屋ＪＲゲートタワーホテルにご宿泊された幼児及び  

小中高生のお子様１名１滞在につき、こども招待券１枚を  

差し上げます。 

① 配布期間：３月１４日（日）～なくなり次第終了 

② 配布枚数：２,０００枚 
 
 

 

 
３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/


第１０回企画展 重要文化財 ホジ６０１４号蒸気動車のすべて 

～誕生からこれまでの歩み～ 
 

２０１９（令和元）年７月に国の重要文化財に指定されたホジ６０１４号蒸気動車は、現存する唯

一の車両で「気動車の始祖」と言えます。この蒸気動車が都市近郊の列車増発のために単車運転を可

能としたことで、都市へのアクセス性を改善してきました。この鉄道輸送の発展に貢献してきたこと

や、車両の構造的な特徴などについて、歴史に触れながら紹介します。 

 
１．開催期間：２０２１年３月１０日（水）～２０２２年１月３１日（月） 

２．開催場所：体験学習室 

３．概  要： 

(1) 蒸気動車の誕生 

鉄道のはじまりから蒸気動車が新しい車種として登場、その活躍を紹介 

(2) 工藤式蒸気動車の概要 

工藤式と言われる車両メンテナンスを意識した車両構造を紹介 

(3) ホジ６０１４号蒸気動車の概要 

当該車両の誕生から名称変更、所属変更などの変遷を紹介 

(4) 鉄道車両の文化的な価値 

鉄道車両の文化財としての意義、重要文化財への指定に至るまでを紹介 

(5) 保存車両への取り組み 

これまでの鉄道車両を遺してきた取り組みを紹介 

(6) 蒸気動車の現在の姿 

現在の状態を観察するポイントを紹介 

 

４．そ の 他：図録の販売 １，２００円（税込） 

別紙３ 
 

３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。 
 

ホジ６０１４号蒸気動車 
 

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


新たな常設展示の紹介 

当館における展示物の充実を目的として、常設の展示内容を拡充しましたので、お知らせいたしま

す。 

 

１．Ｎ７００Ｓ プロジェクションマッピング 

東海道新幹線の最新車両「Ｎ７００Ｓ」の立体模型にプロジェクショ

ンマッピングを行い、ロボットによる先頭車両の先端部の研ぎ作業（塗

装の前処理）などを演出します。 

① 上映時間：約５分（毎時１０分、２５分、４０分、５５分開始） 

初回１０:１０開始、最終１７:１０開始 

② 上映場所：国鉄バス第１号車付近（シンボル展示エリア ２階） 

※昨年８月にジェイアール名古屋タカシマヤ「鉄道の未来展」で上映された 

プロジェクションマッピングを常設展示用に再編集したものです。 

 
 
２．機関車給水柱 

収蔵する給水柱をＣ５７形式蒸気機関車のテンダ（炭水車）付近に設 

置しました。この給水柱は、明治４０年９月に西部鉄道管理局山田機関 

庫（後の伊勢車両区（平成２８年廃止））に設置されていたものです。 

① 展示場所：車両展示エリア Ｃ５７形式蒸気機関車付近 

 

 

３．機関車番号板  

収蔵する機関車番号板２７枚を車両形式別に展示しました。 

① 展示場所：シンボル展示 Ｃ６２形式蒸気機関車付近 

 

 

 

 

 
※入館料のみでお楽しみいただけます。 
※展示内容は変更する場合があります。 
※写真は全てイメージです。 

Ｎ７００Ｓ プロジェクションマッピング 

機関車給水柱 

機関車番号板 

別紙４ 



こどもパスポートの発売について 
 
 リニア・鉄道館では昨年に引き続き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」

を販売します。ご購入いただくと、２０２１年４月１日から２０２２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。 
 
１．名  称：「リニア・鉄道館 こどもパスポート」 
 
２．販売期間：２０２１年３月１４日（日）～２０２１年１０月４日（月） 
       各日 １１：００～１７：２０ 
 
３．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） 
 
４．有効期間：２０２１年４月１日（木）～２０２２年３月３１日（木） 
 
５．販売箇所：総合案内 
 
６．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（パスポートのご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。 
７．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（２０２１年４月～２０２２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５ 

３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/） 

※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 

※サイズ（約５．４cm×約８．５cm） ※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 オススメ商品について

別紙６

詳しくは３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. 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。

ミュージアムショップ

デリカステーション

リニア・鉄道館のシンボル展示車両「C62形式蒸気機関車」
「955形新幹線試験電車（300X）」「超電導リニアMLX01-1」を
デザインしたオープン１０周年記念メダルを販売します。

「オープン１０周年記念メダル」を
3月13日(土)より新発売‼

オープン１０周年記念メダル
800円 (税込)

表面

企画展
紹介車両

裏面

リニア・鉄道館の展示車両で2019年に重要文

化財に指定された、蒸気動車「ホジ6014号」が

キーホルダーになりました。ラバー、アクリルの

素材違いでデザインも２柄ご用意しました。

蒸気動車「ホジ6014号」の
グッズができました。

ホジ6014号
ラバーキーホルダー

580円 (税込)

ホジ6014号
アクリルキーホルダー

550円 (税込)

祝 リニア・鉄道館１０周年
人気のコーヒーをリニア・鉄道館限定で特別価格にて販売いたします！
おかげさまで、デリカステーションも１０周年を迎えることになります。

お客様に感謝の気持ちを込め、期間限定で東海道新幹線の車内販売で人気の

ホットコーヒー・アイスコーヒーを当店限り半額にて販売させていただきます。

ぜひ、ご賞味ください。

ホットコーヒー 320円(税込) →160円(税込) 

アイスコーヒー 330円(税込) →165円(税込) 

3月14日(日)～4月19日(月)

3月13日(土) 新発売！


