２０１６年９月２８日
鉄 道 博 物 館

「ありがとう９周年！秋のてっぱく満喫９デイズ」の開催について
○鉄道博物館は 2016 年 10 月 14 日（金）に開館９周年を迎えます。この間の
感謝の気持ちを込めまして、10 月７日（金）～16 日（日）の間、
「ありがと
う９周年！秋のてっぱく満喫９（ナイン）デイズ」イベントを開催します。
（※10 月 11 日（火）は休館）

○９周年にちなみ、９種類の特別イベントを開催します。「コレクションギャ
ラリー展示替え解説実演」やシンカリオンが登場するビンゴ大会など、初め
て登場するイベントにも注目です。
○それぞれ参加費は無料、入館料のみでお楽しみいただけます。ぜひ足をお運
びください！

１

収蔵庫ちら見せ！てっぱくファン必見！
「コレクションギャラリー展示替え解説実演」

NEW！

当館の所蔵資料を展示している「コレクションギャラリ
ー」。今回はてっぱく史上初の試みで、収蔵庫を開放したま
ま展示替えを実演し、学芸員が展示資料の詳細や業務に関
する解説を行うイベントを実施します。
■期 日 10 月 15 日(土) 展示資料搬出
16 日(日) 展示資料搬入
■時 間 両日とも①10:30～11:30 ②12:30～14:30
■場 所 コレクションゾーン２Ｆ
コレクションギャラリー

２

コレクションゾーン

ヒストリーゾーンイベントアラカルト

ヒストリーゾーンでこれまでに開催した、普段は入れない運転室・客室の特別公開や特
別イベントを毎日１件、日替わりで実施します。
日時
イベント名・概要
時間
10/7（金）
ＥＦ55 形式電気機関車運転台公開
12：30～14：30
10/8（土）
弁慶号鐘鳴らし体験
12：30～14：30
10/9（日）
ナハネフ 22 形式客車車内公開
12：30～14：30
10/10（月・祝）
マイテ 39 形式客車車内公開
12：30～14：30
10/12（水）
ＥＦ55 形式電気機関車運転台公開
12：30～14：30
10/13（木）
弁慶号鐘鳴らし体験
12：30～14：30
10/14（金）
1 号機関車開業ものがたり
12：30～13：00
10/15（土）
1 号機関車開業ものがたり
12：30～13：00
10/16（日）
ナハネフ 22 形式客車車内公開
12：30～14：30
※実施場所はそれぞれヒストリーゾーン内の該当車両です

てっぱくビンゴには、
E5 はやぶさが登場します！

３ ９周年もシンカリオン登場
お子さまに大人気の「新幹線変形ロボ シンカリオン」は、
鉄道博物館の地下にある新幹線超進化研究所が開発した、新
幹線が巨大なロボットに変形するキャラクターです。
今回、新しいシンカリオンの展示を行い、10 月 15 日（土）
・
16 日（日）には、プラレールの新商品「ぐるぐる回る! ビッ
グ転車台基地」を体験いただけるブースを設置します。
さらに同じく 10 月 15 日（土）
・16 日（日）には、シンカ
リオンＥ５はやぶさが登場する、てっぱくビンゴ大会も開催
します。一番はじめにビンゴになったお客さまには豪華賞品
を、ビンゴになったお客さまにはてっぱくオリジナルグッズ
を、プレゼントします。
■期 日（ブース）期間中毎日設置しています。
（プラレール体験）10 月 15 日（土）、16 日（日）
（てっぱくビンゴ）10 月 15 日（土）、16 日（日）
■時 間（ブース）終日ご観覧いただけます。
（プラレール体験）11:00～13:00 14:00～16:00
©プロジェクト シンカリオン ＪＲ東日本商品化許諾済
（てっぱくビンゴ）16:00～（約 30 分）
■定 員（プラレール体験）各日先着 150 名様
（てっぱくビンゴ）各日先着 50 名様
※ご参加は小学生以下のお子さま（家族同伴可）
に限らせていただきます。
■場 所（ブース＆プラレール体験）
エントランスゾーン１Ｆ エスカレーター下（ヒストリーゾーン側）
（てっぱくビンゴ）
エントランスゾーン２Ｆ ステンドグラス前

NEW！
４ Pepper が新幹線通過をご案内！
目の前を新幹線が大迫力で通り過ぎる、当館３階の
お食事・休憩スペース「ビューデッキ」。
ここに、人と会話ができるソフトバンクロボティク
ス株式会社の人型ロボット“Pepper”が初登場。お客
さまの画面タッチ操作により、直近に通過する予定の新幹
線の情報をリアルに音声でご案内します。
Pepper© SoftBank Robotics Corp.

ビューデッキ

■期 日 10 月 13 日（木）～16 日（日）
■時 間 10:00～18:00
■場 所 ３Ｆ ビューデッキ
※Pepper による新幹線運転情報案内は、ソフトバンクロボティクスの Pepper を活用し、株式会社ＪＲ東日本情報
システムが独自に研究開発中のアプリケーションを活用し試験的に実施するものです。

５ ボランティアガイドによるイベント
① ライブ東京駅
東京駅 19 番線ホームから新幹線が出発するシーンを再現
します。きっぷ切り実演や駅長さんの制帽をかぶっての記念
撮影ができるほか、ひかり号車内で、車掌さんによる車内放
送やきっぷ拝見を行います。
■期 日 10 月 8 日(土)
■時 間 ①10:20～11:30 ②13:20～14:30
■場 所 ヒストリーゾーン ０系展示棟

② ライブ想ひ出駅
きっぷ切り実演や C57 形式蒸気機関車の前で駅長さんの制
帽をかぶっての記念撮影ができるほか、オハ 31 形式客車車内
において車掌さんによるきっぷ拝見を行います。昔懐かしい
鉄道のあれこれがよみがえります。
■期 日 10 月 15 日(土)
■時 間 ①10:30～12:30 ②13:30～15:30
■場 所 ヒストリーゾーン

６ 館長を探せ！

NEW！

イベント期間中は、当館館長が名札を付けて随時館内を歩い
ています。その姿を見つけたら「館長さん！」と声をかけ、そ
の後に当館へのメッセージをお話し下さい。記念に鉄道博物館
オリジナルグッズをその場でプレゼントします！館長不在の折
には、レアキャラの副館長が歩いているかも！？
当館館長

７ ９周年記念ミニ展示
開館９周年にちなみ、この間の当館の足跡や世の中
の大きなできごとなどを資料や写真で振り返ります。
あわせて、ヒストリーゾーン中央転車台上の C57 形式
蒸気機関車に、「銀河鉄道 999」のヘッドマークを取
り付けます。
■期 日 期間中毎日展示・設置しています。
■場 所 ２Ｆ 模型鉄道ジオラマ室横 特設会場

「銀河鉄道 999」
ヘッドマーク

鉄道博物館開館 1 周年記念、
開館 3 周年、5 周年の
ピンバッジ

８

駅弁味の陣 2016in てっぱく

JR 東日本が 2016 年 10 月 1 日（土）～11 月 30 日（水）に開催する「駅弁味の陣 2016」
を、てっぱく版として開催。
「駅弁味の陣 2016」にエントリー（約 60 種）されている中か
ら、知名度抜群の定番駅弁や、その土地の食材や味にこだわった新作駅弁、なかなか出会
えない希少性の高い駅弁など約 20～25 種を選りすぐって販売いたします。
■期 日 10 月８日（土）～10 日（月・祝）
、15 日（土）～16（日）
※その他の期間は各駅弁屋にて同じお弁当を販売いたします。
■時 間 11:00～14:00 ※駅弁販売は売切れ次第終了となります。
■場 所 エントランスゾーン２Ｆ ステンドグラス前

【青森県】野辺地とりめし 価格 800 円
野辺地駅で 1952 年発売の歴史あるお弁当です。
ひし形容器で新しくおいしく。

【秋田県】比内地鶏の鶏めし弁当 価格 1,200 円
人気の鶏めしがグレードアップ。
地鶏の塩焼き・そぼろの誘惑がたまりません。
※輸送の都合上、13 時頃から販売開始となります。

【福島県】いわき名物 うに貝焼き弁当
蒸し焼きの甘みとコクと香り、
「うに貝焼き」を楽しむ一品です。

価格 1,000 円

【新潟県】きざみわさびで食べるにいがた和牛 焼肉弁当
にいがた和牛の旨さを引き出す
わさびの辛味たまねぎの甘味。

価格 1,150 円

【群馬県】ぐんまの秋弁当 価格 1,100 円
９つのマスに秋の彩りと風味が満載。
ぐんま産のおいしさを駅弁に。

【神奈川県】大船軒サンドウヰッチ 価格 530 円
日本最初の駅弁サンドイッチを復刻しました。
レトロなパッケージも秀逸です。

【記載の価格は、すべて税込です】

９

９周年記念硬券きっぷ押印体験＆特別来館記念カード

９周年にちなみ、期間中、記念硬券きっぷと特別来館記念カード
を先着 29,999 名様にプレゼントします（なくなりしだい終了させ
ていただきます）。また、ご希望の方には、「ダッチングマシーン」
により、硬券きっぷへの日付押印体験をしていただけます。
（記念硬券きっぷ配布＆ダッチングマシーン体験）
■時 間 各日 12:00～15:00
※10 月 14 日（金）開館記念日は 11:00～17:00
■場 所 エントランスゾーン１Ｆ エスカレーター下
（レストラン日本食堂側）

ダッチングマシーン

（特別来館記念カード）
■時 間 各日 10:00～18:00
■場 所 エントランスゾーン１Ｆ 入館ゲート付近
※特別来館記念カード配布終了後は、通常の来館記
念カードをお持ち帰りいただけます。

特別来館記念カード(East i）

