２０１５年１２月１６日
鉄 道 博 物 館

鉄道博物館 年始のイベントのご案内

2016年 てっぱく鉄はじめ ～毎日イベントはじめました～
期間：２０１６年１月２日（土）～１月３１日（日）

○ 鉄道博物館では２０１６年１月の営業日、毎日特別イベントを実施！
新しい楽しみ・驚きをご準備して、皆さまのご来館をお待ちしています。
○１月の休館日は１月１日(祝)、１２日(火)、１９日(火)、２６日(火)です。
※1月5日(火)は開館いたします ※料金の記載のないイベントは入館料のみでお楽しみいただけます。

目玉の3大イベント！
期間中のイベントの中から、特におすすめのイベントをご紹介いたします。

１ 一富士、二鷹、三なすび、ギャラリートーク

NEW！

ヒストリーゾーンの「富士」のヘッドマークを付けたマイテ39形式客車と、「はくたか」として使用され
たこともあるクハ481形式電車、さらに、「なすの」としても使用されていた200系新幹線電車を、おめでた
い初夢の言葉になぞらえて、学芸員によるギャラリートークを行います。初夢でみることができなかった
お客さまはぜひお越しください。
期
時
場
定

間： １月３日(日)～１月５日(火)
間： １３：００～(約４０分)
所： ヒストリーゾーン 入口
エントランス側の入り口集合
員： 20名

２ てっぱくクイズ王決定戦

マイテ３９形式客車

クハ４８１形式電車

２００系新幹線電車

NEW！

てっぱくや、鉄道についてのクイズ大会を行い、てっぱくクイズ王を決定します。クイズ王決定戦は予
選を勝ち抜いた方のみご出場できます。
※ 予選は何回でも参加できますが、決定戦を含めて入館料は毎回かかります。
期 間： 【予 選】 １月１６日(土)・１７日(日)・２３日(土)・２４日(日)
【決定戦】 １月３０日(土)
時 間： 各日とも１３：００～
場 所： 鉄博ホール
定 員： 約１００名【予選】 ※決定戦は予選を勝ち抜いた方のみ参加。

３ ED75・200系・C57の汽笛が聞ける！特別転車台回転実演
毎日行っている転車台回転実演を、特別バージョンでお届けします。鉄道博物館展示車両の汽笛の
セッションをお楽しみください。
期
時
場

間： １月２５日(月)～１月３１日(日)
間： １２：００～
所： ヒストリーゾーン 転車台

展示車両でのイベント
１. 0系カットモデル運転室公開
期 間： １月６日(水)～１月８日(金)
時 間： 一回目１０：１５～１１：１５
二回目１６：００～１７：００

２．一富士、二鷹、三なすび車両公開
期 間： １月９日(土)～１月１１日(月・祝)
時 間： マイテ39形式 １０：１５～１１：１５
クハ481形式 １２：００～１３：３０
200系
１６：００～１７：００

３．ナハネフ22形式客車公開
期 間： １月１３日(水)～１月１５日(金)
時 間： 一回目１０：１５～１１：１５
二回目１６：００～１７：００

４．クモハ101形式運転室公開
期 間： １月１３日(水)～１月１７日(日)
時 間： １２：００～１４：００

５. 200系運転室公開＆車内放送イベント
期 間： １月１８日(月)～１月２２日(金)
時 間： 運転室公開 １０：１５～１１：１５
車内放送
１５：３０～１５：４５

６．弁慶号鐘鳴らし体験
期 間： １月２３日(土)、１月２４日(日)
時 間： １０：００～１１：３０

７．EF66形式電気機関車運転室公開
期 間： １月２５日(月)～１月２９日(金)
時 間： １０：１５～１１：１５

８. 1号機関車ものがたり
1号機関車の汽笛の音とともに鉄道開業当時の様子を
解説員が 紹介します。

期
時

間： １月３０日(土)、１月３１日(日)
間： 13：15～(約２０分)

弁慶号機関車

0系新幹線電車

EF66形式電気機関車

ナハネフ22形式客車

1号機関車

クモハ101形式電車

※運転室・客室公開と鐘鳴らし体験は、どのイベントも時間になり次第終了とさせていただきます。
また各組様、３分間の入替制といたします。ご了承ください。

特別展示
１．C57形式蒸気機関車飾り付け
2015年12月14日に転車台に戻ってきたばかりのC57にイベント期間中、
飾り付けを行ないます。
期 間：1月2日（土）～1月11日（月） お召列車装飾
1月13日（水）～1月31日（日） オリジナルヘッドマーク取り付け
C57 135

NEW！

２．てっぱく所蔵のお正月にちなんだきっぷの展示
鉄道博物館で所蔵している初詣乗車券や干支をモチーフにしたきっぷ
などの展示を行います。国鉄時代の古いものは一見の価値あり。
期 間： １月２日(土)～１月１８日(月)
場 所： ２F スペシャルギャラリー前
初詣乗車券(イメージ）

３．お正月かざり
ヒストリーゾーン内の車両などにお正月装飾を行います。
期 間： １月２日(土)～１月７日(木)

４．みんなで押そう！新幹線駅スタンプレプリカ大集合
東北・上越新幹線開業時に各駅に設置された、スタンプのレプリカ
を約２０種類展示いたします。
期 間： １月６日(水)～１月１１日(月・祝)
場 所： ラーニングゾーン ３F

NEW！

正月飾り(イメージ）

東北・上越新幹線スタンプ(レプリカ)

５．てっぱく「鉄道マングッズ」コレクション展
館所蔵の車掌や運転士が実際に使っていた、アイテムを公開します。
さらに、海外の車掌さんのグッズをあわせて展示いたします。
期 間： １月２０日(水)～１月３１日(日)
場 所： ２F スペシャルギャラリー前

６．懐かしのプラレール展示＆遊び場スペース
懐かしのプラレールの展示と、お子さまがプラレールで遊んでいただける
スペースをご用意いたします。 また、プラレールの運転士になりきって遊べる
「ぼくはプラレール運転士 新幹線で行こう！プラス」の体験会も行います。
期 間： １月２５日(月)～１月３１日(日)
協 力： 株式会社 タカラトミー
場 所： ２Fステンドグラス前
© ＴＯＭＹ 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

NEW！

７．鉄はじめジオラマ特別プラン
いつものジオラマとは一味違ったプログラムを開催します。
期 間： １月２５日(月)～１月３１日(日)
場 所： ２F ジオラマ室

(イメージ）

プラレール展示(イメージ）

特別イベント
１．てっぱく蔵出しビンゴ
鉄道博物館で過去に作った、オリジナルグッズが特別にあたる
ビンゴを実施します。
期 間： １月２日(土)～１月５日(火) 時 間： １３：００～(約３０分)
場 所： 鉄博ホール 定 員： １５０名
２．シンカリオンE5はやぶさ登場！
大人気、シンカリオンE5はやぶさが鉄道博物館にやって来る！
期 間： １月９日(土)、１０日(日)
時 間： １２：００～１５：３０
場 所： 転車台前
http://www.shinkalion.com/

３．時刻表の読み方、知ってるつもり！？イベント
参加すれば、だれでも時刻表が読めるようになります！
期 間： １月９日(土)～１月１１日(月・祝)
時 間： １３：００～(約４０分）
場 所： 鉄博ホール
定 員： １００名
協 力： 株式会社交通新聞社

©プロジェクト シンカリオン／ＪＲ東日本

４．通勤列車を学ぶツアー
ヒストリーゾーンにある車両とワークシートを使って、通勤列車を学ぶ
ツアーを開催いたします。
期 間： １月９日(土)～１月１１日(月・祝)
時 間：１３：３０～(約１時間)
場 所： ヒストリーゾーン入口

NEW！
５．来館記念カードバラバラDAYS
今までに出した来館記念カードを、期間中ランダムでお出しします。何があるかは来てからのお楽しみ！
期 間： １月１３日(水)～１月１５日(金)
６．御料車解説ツアー
普段は入れない御料車庫のガラスの中に入っていただき
解説員による解説ツアーを行います。
期 間： １月１６日(土)、１７日(日)
時 間： １６：００～(約２０分)
場 所： １号御料車前、先着２０名(小学生以上)
※各回15分前に受付開始。定員になり次第受付終了

御料車解説ツアー

７．Teppa倶楽部会員限定ビンゴ
会員限定の特別ビンゴを開催します。ビンゴの景品も特別です。
期 間： １月１６日(土)、１７日(日)
時 間： １４：００～(約３０分）
場 所： 鉄博ホール 定 員： １００名
８．てっぱくで学ぼう！ リサイクル講座！
鉄道で、実際に行われているリサイクルについての解説実演を行います。
期 間： １月２１日(木)、２２日(金)
時 間： １３：００～(約２０分)
場 所： ラーニングゾーン 1F
９．新幹線前夜ギャラリートーク
鉄道博物館の展示車両をつかって、新幹線ができるまでの
ストーリーや技術変遷について学芸員が解説いたします。
期 間： １月３０日(土)、３１日(日)
時 間： １３：００～(約３０分)
場 所： ヒストリゾーン転車台前 定 員：20名

新幹線登場以前の代表的な国鉄車両

ミュージアムショップでのイベント
１．てっぱく福袋の販売
恒例の新春「てっぱく福袋」を、２０１６年も販売いたします。
発売日時： １月２日（土） １０：００～
場
所： ２Fミュージアムショップ横 臨時売店
商
品： 毎年恒例の福袋５，０００円と３，０００円 ※内容については変更になる可能性があります。

福袋 5,000円（税込）【限定100個】

福袋 3,000円（税込）【限定200個】

商品について：てっぱくオリジナル巾着外袋入り、新幹線帽
子E5系、雅のもてなし、EF55カフェオレスティッククッキー、
新幹線ショルダーバッグE6系など商品総数10点以上

商品について：てっぱくオリジナル巾着外袋入り、電動く
るっぴーE5系、湯呑みE5系、ブーブVLシリーズ、ぽんぽ
ん新幹線E6系、E5系スタイルボックス、E7系スタイルボッ
クスなど商品総数11点以上

２．スーパーディスプレイ鉄道模型の限定販売
オトナの鉄道ファン向け本格鉄道模型を新春特別価格で限定販売いたします。
発売日時： １月２日（土） １０：００～
場
所： ２Fミュージアムショップ横 臨時売店
商
品： 鉄道模型スーパーディスプレイモデル アクションサウンド仕様 1/45 24ｍｍゲージ
※通信販売はしておりません

Ｃ５７形蒸気機関車一次形
特別価格148,608円（税込）【3点限り】

「ばんえつ物語号」Ｃ５７１８０号機蒸気機関車
特別価格164,160円（税込）【3点限り】

３．来館記念メダルの刻印無料サービス
ミュージアムショップで販売する来館記念メダル（8種類、648円～1,188円）の刻印を、通常５０円の
ところ、期間中無料で刻印していただけます。ご来館の記念にぜひご利用ください。
期
間： １月９日(土）～１月１１日(月･祝）
場
所： ２階ミュージアムショップ内
対象メダル：○C57 135、EF55 1、E5系はやぶさ、E6系こまち
E7系かがやき（各648円）
○0系新幹線（756円）
○C57 135＆建物外観（1,080円）
○0系新幹線＆建物外観（1,188円）

(見本 メダルはC57 135です)

ミュージアムショップイベントについて
※数量に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。※価格はすべて、税込です。※画像はイメージです。

レストラン・駅弁屋でのイベント
１．年初め、駅弁祭り
様々な地域から、たくさんの種類の駅弁を集めます。旅行気分で是非お買い上げください。
期 間：一回目 １月２日(土)～１月４日(月)
二回目 １月９日(土)～１月１１日(月・祝)
時 間：１１：００～１４：００
場 所：２Fステンドグラス前

鹿児島黒毛和牛
ステーキ重
価格：1,150円

米澤牛焼肉重
松川弁当
価格：1,150円

リラックマ
ごゆるりランチ
価格：1,200円

ひっぱりだこ飯
価格：1,000円

２．レストランTD「年明けうどん」 販売開始
大海老ののった腰のあるうどんを「年越しそば」をもじった、
「年明けうどん」として販売いたします。
価 格： 800円
期 間： １月２日(土)～１月31日(日)

３．日本食堂 おしるこ販売開始
価 格： 200円
期 間： １月２日(土)～１月５日(火)

※価格は全て税込みです。

