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小田急電鉄株式会社が運営するロマンスカーミュージアム（所在地：神奈川県海老名市、   

館長：高橋 孝夫）は、2022 年 4 月 19 日(火)に開業 1 周年を迎えます。これまでにご来館いただ

いたお客さまや、支えていただいた沿線地域の皆さまへの感謝の気持ちを込めて、2022 年 3 月 

23 日(水)から 5 月 23 日(月)まで、開業 1 周年企画「ロマンスカーミュージアムで“ときめき”と

“ワクワク”をもう一度」を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本イベントは、2022 年 3 月 11 日(金）をもって定期運行を終了した特急ロマンスカー・

VSE(50000 形）をテーマに、VSE に出会った“ときめき”やロマンスカーミュージアムでの   

“ワクワク”をお届けしたいという思いで実施します。 

 中心となる企画は、小田急電鉄公式 Facebook「小田急ロマンスカー」で募集した沿線の美しい

景色の中を颯爽と走る VSE の写真と、それらにまつわる思いを込めたメッセージなどを展示する

「VSE の思い出展」です。さらにパネルや映像による車両紹介に加え、乗務員とアテンダントが

VSE 就役当時に着用していた制服の展示なども行います。 

 また、４月９日(土)から３週にわたり土曜日の閉館後に特別講演会を実施します。VSE の設計・

デザインを担当した「岡部憲明アーキテクチャーネットワーク」の岡部 憲明代表にお越しいただ

くほか、VSE ブランドの確立等に奔走した小田急電鉄社員が「革新」をテーマに、VSE に込めた

思いなどをお話しさせていただきます。 

 ミュージアムカフェ「ROMANCECAR MUSEUM CLUBHOUSE」では、3 月 23 日(水）から

VSE をテーマに、ショートケーキを作るクッキング・ワークショップや限定デザインのクールケー

キの販売をします。さらに 4 月 19 日(火）以降は、味の追求に加え、海老名近郊や沿線の食材を

使用したカレーライスやハンバーガーなど、子どもも大人もよりお楽しみいただけるメニューへ

リニューアルします。これからもロマンスカーミュージアムは、ロマンスカーをはじめ地域や沿

線の魅力を発信してまいります。 

 

※ ロマンスカーミュージアムは、小田急線開業以来初となる屋内常設展示施設です 

 

 

NEWS RELEASE 

 

特急ロマンスカー・VSE をテーマに、設計・乗務等に関する特別講演会や企画展を実施  

 3 月 23 日(水)から 1 周年の感謝を込めたイベントを開催 

 カフェメニューもリニューアル！沿線食材を使用したハンバーガーやカレーが登場！ 

 

～海老名産の食材を使用したこだわりのメニューを提供～ 

沿線食材にこだわったハンバーガー 「VSE の思い出展」 

※イメージ 



1. VSE(50000 形)特別企画展を開催 

 ①一般応募の写真を展示する「VSE の思い出展」、「“Special Thanks”メッセージボード」を設置 

今年 2 月に小田急電鉄公式 Facebook「小田急ロマンスカー」で募集した VSE の写真とコメ

ントの中から約 20 作品を選出して展示する「VSE の思い出展」を開催します。VSE への思い

がさまざまな角度から表現された、あたたかなショットやコメントを懐かしい思い出とともに

ご覧いただけます。 

また、いつまでも心の中に VSE が走り続けてほしいという思いから、感謝の気持ちを自由に

書き込める「“Special Thanks”メッセージボード」を設置します。皆さまの“ありがとう”や“お疲

れさま”の気持ち、思い出などをご記入いただけます。 

さらにロマンスカーギャラリーには、車両や歴史を紹介するパネルや走行映像、乗務員・ア

テンダントの制服などを展示します。 

 

設置期間：3 月 23 日(水)～5 月 23 日(月) 

設置場所：ロマンスカーアカデミアⅠ、ロマンスカーギャラリー 

参加料金：無料 

 

②約 4m の VSE「O ゲージ」模型を展示 

縮尺約 1/40 の VSE「O ゲージ」模型を展示しま

す。 

約 8 年かけて制作された、世界にたった一つの

VSE「O ゲージ」です。車体だけでなく車内のシー

トやお客さまの様子など、細部にまでこだわり抜か

れた貴重な模型です。 

 

展示期間：3 月 23 日(水)～5 月 23 日(月) 

展示場所：ロマンスカーギャラリー 

 

 ③ジオラマパーク「ジオラマ運転体験」を VSE で運行 

 通常は GSE(70000 形)で運行しているジオラマ

パークの「ジオラマ運転体験」を、イベント期間中

は VSE でお楽しみいただけます。 

当館で人気のジオラマショーのご鑑賞と一緒に

ご体験ください。 

  

 実施期間：3 月 23 日(水)～5 月 23 日(月) 

 体験場所：ジオラマパーク 

 体験料金：100 円(税込) / 3 分間 

※現金のみご利用いただけます。 

※混雑時は整列いただきます。 

※状況により運休になる場合がございます。 

  

VSE「O ゲージ」 

VSE「ジオラマ運転体験」 



2. 夜のロマンスカーミュージアムで VSE に携わった方々による特別講演会を開催 

VSE が起こした“革新”を題材に、ロマンスカーミュージアム限定の特別講演会を開催します。

初回は VSE のデザインを担当した「岡部憲明アーキテクチャーネットワーク」代表の岡部 憲

明氏、第 2 回は VSE 運行開始時のサービス改革を行った嶋津 重幹氏を迎え、第 3 回は VSE の

元乗務員・村林 健司と東 宏則が登壇し、それぞれのテーマで VSE への思いを講演します。 

車両設計の“コンセプト”や乗務員の“おもてなし”の構築、運転士・車掌による“挑戦”など、展

示だけではお伝えしきれない貴重な話を聞くことができる特別講演会です。 

〈講演会概要〉 

【第 1 回】4 月 9 日(土) 19:00～20:30  講演者：岡部 憲明氏 

テーマ：「革新×感動 “ときめき”がつくる新しいロマンスカーのデザイン」 

【第 2 回】4 月 16 日(土)19:00～20:30  講演者：嶋津 重幹氏 

テーマ：「革新×笑顔 “ときめき”がつくる新しいロマンスカーのブランド」 

【第 3 回】4 月 23 日(土)19:00～20:30  講演者：村林 健司・東 宏則 

テーマ：「革新×未来 “ときめき”がつくる新しいロマンスカーのビジョン」  

受付時間：18:00～18:30 

開催場所：ロマンスカーギャラリー 

参加料金：各回 3,000 円(税込)※入館料込み 

定  員：各回 50 名程度 

対  象：小学生以上 

申込方法：3 月 18 日(金)12:00 よりロマンスカーミュージアム WEB サイト内「お知らせ」 

ページよりお申込みいただけます。(先着順) 

 ※予約サイト PassMarket を使用します。 

支払方法：当日インフォメーションにてお支払い 

※内容は変更になる場合があります。 

〈講演者紹介〉 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【岡部 憲明(おかべ のりあき)氏】 

建築家。小田急財団評議員。フランスを中心に設計活動に従事した後に 1995 年岡部憲明アーキテクチャー

ネットワークを設立。VSE(50000 形）のデザインを手掛ける。その他代表作 関西国際空港旅客ターミナル

ビル、ロマンスカー・MSE、GSE、箱根登山電車アレグラ号、大山ケーブルカー、在東京ベルギー大使館等。 

、大山ケーブルカー、在東京ベルギー大使館など。 

 

【嶋津 重幹(しまづ しげもと)氏】 

1989 年小田急電鉄入社。駅係員、車掌、運転士を経験し、運転車両部課長、監査・内部統制室長を経て 

現在は江ノ島電鉄株式会社取締役・マイクロモビリティ部長。 

VSE を最上級のロマンスカーにするために新たなロマンスカーブランドの構築に携わった。 

 

 
【村林 健司(むらばやし けんじ)】 

1994 年小田急電鉄入社。駅係員、車掌、運転士、運転士見習を育成する主任運転士を経験。 

現在は海老名電車区 指導主任兼配車係として運転士の指導および職場の管理を担当。2005 年の 

VSE デビュー時から約 5 年間乗務し、運転席からのアナウンス等、新たな取組みを実践したパイオニア。 

 
【東 宏則(あずま ひろのり)】 

2003 年小田急電鉄入社。駅係員、車掌、車掌見習を育成する主任車掌を経験。 

現在は喜多見車掌区 指導主任として車掌の指導および職場の管理を担当。 

2010 年から約 4 年間乗務し、お客さまのニーズに合わせたアナウンスの実践や車内環境作りに大きく貢献。 



3. ROMANCECAR MUSEUM CLUBHOUSE ワークショップ開催、特別メニューを販売 

①CLUBHOUSE COOKING「VSE ショートケーキを作ろう！」 

VSE をイメージしたショートケーキをつくるクッ

キング・ワークショップを開催します。 

VSE の特徴の白いボディは生クリームで表現し、

スポンジと苺で組み立て、オリジナルの飾り付けをし

てお楽しみいただけます。苺や自家製スポンジの卵は

海老名産のものを使用します。完成後はドリンクとオ

リジナルクッキーとともにお召し上がりいただけま

す。※ケーキのお持ち帰りはできません。 

 

開 催 日：3 月 23 日(水)、3 月 27 日(日)、 

4 月 10 日(日)、4 月 17 日(日)  

開 催 場 所：ミュージアムカフェ「ROMANCECAR MUSEUM CLUBHOUSE」  

開 催 時 間：①10:30～12:00 ②14:00～15:30 

料   金：1 組 2 名まで 3,000 円(税込) 1 名追加の場合＋1,500 円  

定   員：3 組(1 組最大 3 名まで) 

対   象：3 歳以上 (ショートケーキを召し上がれるお子さまは 3 歳未満でもご参加いただけます) 

※小学生未満の方は保護者の方と一緒にご参加ください。 

セット内容：オリジナルクッキーとドリンク(セットドリンクメニューよりお選びいただけます) 

※オリジナルクッキーにはお好きなロマンスカーの写真をプリントしますので、 

当日はお気に入りの写真データの入ったスマートフォンやタブレットをお持ちください。 

申 込 方 法：3 月 18 日（金）12：00 よりロマンスカーミュージアム WEB サイト内「お知らせ」 

ページよりお申込みください。（先着順）※予約サイト PassMarket を使用します。 

支 払 方 法：当日イベント時に ROMANCECAR MUSEUM CLUBHOUSE にて現金支払い 

※セット内容は変更になる場合があります。 

※ROMANCECAR MUSEUM CLUBHOUSE は入館料なしでご利用いただけます。 

 

②「ありがとう！VSE クールケーキ」を販売 

 人気メニュー「クールケーキ」に VSE の写真と記念

ロゴマークをプリントした「ありがとう！VSE クール

ケーキ」を期間限定で販売します。 

ふわふわのスポンジにホイップクリームを巻いて凍

らせたアイスケーキのようなスイーツに、VSE の車体

と引退記念ロゴマークをプリントした2個セットです。

VSE の思い出とともに、ご自宅でご賞味いただけます。 

 

販売価格：1,300 円（税込）/ 2 個セット 

販売期間：3 月 23 日（水）～5 月 23 日（月） 

販売場所：ミュージアムカフェ「ROMANCECAR MUSEUM CLUBHOUSE」 

※テイクアウトのみの販売です。 

※内容は変更になる場合があります。 

※ROMANCECAR MUSEUM CLUBHOUSE は入館料なしでご利用いただけます。 

「ありがとう！VSE クールケーキ」 

 

「VSE ショートケーキを作ろう！」 

※イメージ 



4. ROMANCECAR MUSEUM CLUBHOUSE のメニューをリニューアル 

ロマンスカーミュージアムの開業 1 周年を記念して、ミュージアムカフェ「ROMANCECAR 

MUSEUM CLUBHOUSE」のメニューをリニューアルします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新メニューは、主に海老名近郊・小田急沿線の食材を使用したラインナップです。 

食料・環境問題などの様々な課題解決を意識した「ゼロミートベジバーガー」、独自スパイ

スで作る「スパイスカレー」など、お子さまから大人の方までより安心してお召し上がりいた

だけるメニューをご用意します。 

海老名のまちや沿線の美味しい魅力をクラブハウスでご堪能いただけます。 

 

販売開始日：4 月 19 日(火) 

販 売 場 所：ミュージアムカフェ「ROMANCECAR MUSEUM CLUBHOUSE」 

※テイクアウトが可能な商品もございます。 

※内容は変更になる場合があります。 

※ROMANCECAR MUSEUM CLUBHOUSE は入館料なしでご利用いただけます。 

 

5. 海老名市×ロマンスカーミュージアム 開業 1 周年記念プログラムを開催 

①「HAPPY BIRTHDAY !! 飲める車両図鑑」を販売 

海老名市産の苺を使用した苺ミルクに、海老名市

イメージキャラクター「えび～にゃ」と歴代ロマン

スカーをプリントした「HAPPY BIRTHDAY!!  

飲める車両図鑑」を期間限定で販売します。 

春を感じる華やかなドリンクでロマンスカー

ミュージアムの 1 周年をお祝いしましょう。 

 

販 売 日：3 月 23 日(水)～5 月 23 日(月) 

販売価格：750 円(税込) 

販売場所：ミュージアムカフェ「ROMANCECAR MUSEUM CLUBHOUSE」 

※ROMANCECAR MUSEUM CLUBHOUSE は入館料なしでご利用いただけます。 

 

  

「ゼロミートベジバーガー」 「スパイスカレー」 

「HAPPY BIRTHDAY!! 飲める車両図鑑」 



②海老名市の特産品を楽しむ「海老名マルシェ」を初開催！「えび～にゃ」も登場！ 

海老名の老舗酒蔵「泉橋酒造」や人気の洋菓子店

「ロリアン洋菓子店」、採れたての地元野菜などを販

売する「海老名マルシェ」を開催します。地域の皆さ

まに長年愛されているグルメや地元農家が大切に育

てた旬な食材をロマンスカーミュージアムでお買い

求めいただけます。 

また開業 1 周年と「海老名マルシェ」開催の祝い

に、海老名市イメージキャラクター「えび～にゃ」が

遊びに来ます。記念撮影もお楽しみいただけます。 

 

〈「海老名マルシェ」概要〉 

開 催 日：4 月 23 日(土)、4 月 24 日(日) 

開催時間：11:00～14:00(「えび～にゃ」登場時間：各日 11:00～11:15、13:00～13:15) 

開催場所：エントランス横 ロマンスカーオブジェ付近 

販 売 者：4 月 23 日(土) 泉橋酒造、ロリアン洋菓子店 

     4 月 24 日(日) 海老名市農政課 

協  力：海老名市 

※入館料なしでご参加いただけます。 

※売り切れ次第終了となります。 

※感染症拡大防止のため「えび～にゃ」には触れないでいただき、撮影時にはマスクの着用をお願いします。 

※感染状況により、開催中止や内容が変更になる場合があります。 

 

6. 開業 1 周年記念 Blu-ray Disc を先行発売 

展示車両の輸送ドキュメンタリー「展示車両の記

憶（Full Version）」のほか、館内で放映中の「展示車

両の記憶（Museum Version）を収録した開業 1 周年

記念 Blu-ray Disc を 3,000 枚限定で販売します。 

モハ 1 をはじめとする 6 車種の展示車両がロマン

スカーミュージアムに搬入・収容されるまでの裏側

を記録した貴重な映像をご自宅でご覧いただけます。 

 

発 売 日：4 月 19 日(火)予定 ※「TRAINS」他店舗では 5 月 10 日(火)より発売予定 

販売価格：2,970 円(税込) 

販売場所：ミュージアムショップ「TRAINS」 

※別途、入館料が必要です。 

 

 

 

「開業 1 周年記念 Blu-ray Disc」  

ロマンスカーミュージアムは、2022 年 4 月 19 日に多くの皆さまに支えられ、開業 1 周年を迎えます。 

コロナ禍での開業でしたが、20 万人を超えるお客さまにご来館いただき、感謝しかございません。この 1 年間、 

ロマンスカーの魅力を発信してまいりましたが、開業 1 周年記念として VSE(50000 形)の定期運行終了に合わせた 

企画展や商品の販売、また沿線食材を使用したメニュー変更など、ロマンスカーや地域を大切した取り組みを引き続

き行います。今後も「“子ども”も“大人”も楽しめる鉄道ミュージアム」として皆さまのご期待に応えられるよう、 

チャレンジしてまいりますので、これからも宜しくお願い致します。  ロマンスカーミュージアム館長 高橋 孝夫 


