2017 年 ９月 27 日
鉄 道 博 物 館

鉄道博物館開館 10 周年記念イベント
「てっぱく 10 歳、感謝祭！」の開催について
○鉄道博物館は 2017 年 10 月 14 日（土）に開館 10 周年を迎えます。これまで
のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、10 月１日（日）～30 日（月）の間、開
館 10 周年記念イベントとして、
「てっぱく 10 歳、感謝祭！」を開催します。
（※火曜日は休館日です。）

○10 周年にちなみ、10 本の記念イベントを開催します。車両ステーションに
潜む『10』を探す「てっぱくえすと」や、人気マスコットキャラクターが続々
登場して 10 周年をお祝いするなど、10 周年ならではの特別イベントが目白
押しです。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。
○さらに、てっぱくと同じ 10 歳のお客さま（ご来館当日に 10 歳のお客さま）
を無料でご招待します。ぜひ、開館 10 周年を迎える鉄道博物館にお越しく
ださい。

１ あなたのお気に入りの車両を見つけよう！
「鉄道博物館車両人気投票」
鉄道博物館内に展示している全 38 両の車両の中から、人気投票を
行い、ベスト 10 を決定します。好きな車両とその理由を記載した投
票用紙を１階エスカレータ下に設置されている投票箱に入れていた
だき、鉄道博物館ホームページや公式 Facebook で結果を発表します。
投票した車両名とコメントを SNS に投稿し、その画面をインフォ
メーションのスタッフに見せてくださったお客さまには、毎日先着
50 名様（土休日は 100 名様）に「てっぱくオリジナル巾着袋」を、
その場でプレゼントいたします。

車両ステーション

■期 間 2017 年 10 月１日(日)～10 月 30 日（月）
■時 間 開館時間中（10：00～18：00）
■場 所 投票ブースを１階エスカレータ下に設置
※てっぱくオリジナル巾着袋はお一人様 1 個限りとさせていただきます。
※SNS 投稿画面をインフォメーションのスタッフにご呈示ください。

てっぱくオリジナル巾着袋

２

てっぱくに潜む「10」を探す冒険に出よう！「てっぱくえすと」

専用マップに記載されている「10」のヒント画像を手掛かりに、車
両ステーションに潜むさまざまな「10」を探して回遊していただくスタ
ンプラリー「てっぱくえすと」を実施します。各ポイントに設置されて
いるスタンプを押して、コンプリートしたお客さまの中から毎日先着
50 名様（土休日は 100 名様）にインフォメーションにて「103 トレイン
カドケシ」をプレゼントいたします。
車両ステーションの「10」
（イメージ）

■期 間 2017 年 10 月 14 日(土)～10 月 30 日（月）
■時 間 開館時間中（10：00～18：00）
■場 所 車両ステーション 1 階
専用マップは 1 階エントランス正面にて配布します。
※「103 トレインカドケシ」はお一人様 1 個限りとさせていただきます。

103 トレインカドケシ

３ 10 歳のお子さま無料ご招待
開館 10 周年を記念して、てっぱくと同じ 10 歳のお子さまを鉄道博物館に無料でご招待
します。ぜひ、てっぱくで一緒に 10 歳をお祝いしましょう！
■期 間 2017 年 10 月１日（日）～10 月 30 日（月）
■対象者 ご来館当日「10 歳」のお子さま
※10 歳のご本人さまのみ誕生日をお伺いした上で無料とさせて
いただきます。
※団体のお客さまは対象外とさせていただきます。

４

てっぱくチルドレン「10 歳からのメッセージ」
期間中にご来館いただいたお客さまで、てっぱくと同じ 10 歳
のお子さまからのお祝いメッセージ動画を録画し、館内や公式
Facebook で紹介します。ご協力いただいたお客さまには、各日
先着 10 名様に「オリジナルノベルティグッズ詰め合わせセット」
をプレゼントいたします。
■期 間 2017 年 10 月７日(土)～10 月９日（月・祝）
■時 間 14:00～17:00（各日先着 10 名様で終了）
■場 所 １階エントランス付近

５

てっぱくオリジナル
ノベルティグッズ詰め合わせセット
JR 東日本商品化許諾済

10 周年記念オリジナルヘッドマーク掲出

車両ステーション１階転車台の EF55 形式電気機関車に
「10 周年記念ヘッドマーク」を期間限定で掲出します。
■期 間 2017 年 10 月１日（日）～10 月 30 日（月）
■場 所 車両ステーション１階転車台 EF55 形式電気機関車
10 周年記念ヘッドマーク

６

てっぱく 10 歳をみんなでお祝い！人気キャラクターぞくぞく登場！

てっぱく 10 歳のお祝いに、過去に鉄道博物館のイベントに登場した人気キャラクター
がてっぱくに遊びにきてくれます。一緒に写真撮影ができるほか、12：00 と、15：00 の
転車台回転実演にも登場します。
（１）Suica のペンギン
■登場日
2017 年 10 月 14 日（土）
■登場時間 13：00～20：00
※時間中に随時登場します。また、この後紹介する「10 周年記念ワンコイン
ナイトミュージアム」にも登場します！
■場 所
２階ステンドグラス前
※Suica は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

（２）新幹線変形ロボ シンカリオン
■登場日
2017 年 10 月 28 日（土）・29 日（日）
■登場時間・場所 ①12：00～12：10 転車台回転実演
②13：30～14：00 ２階ステンドグラス前
③15：00～15：10 転車台回転実演
④16：00～16：30 ２階ステンドグラス前
E6 こまち（イメージ）
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シンカリオン
ＪＲ東日本商品化許諾済

（３）群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」
■登場日
2017 年 10 月 14 日（土）
■登場時間・場所 ➀10：30～11：00
②12：00～12：10
③14：00～14：30
④16：00～16：30

スペシャルギャラリー前
転車台回転実演
スペシャルギャラリー前
スペシャルギャラリー前

（４）埼玉県深谷市イメージキャラクター「ふっかちゃん」
■登場日
2017 年 10 月 14 日（土）
■登場時間・場所 ➀10：30～11：00
②12：00～12：30
③13：30～14：00
④15：00～15：10

スペシャルギャラリー前
スペシャルギャラリー前
スペシャルギャラリー前
転車台回転実演

７

10 周年記念オリジナル缶バッジ作成体験

缶バッジマシーンを使って、開館 10 周年記念オリジナル缶バッジ
を作成していただけます。（先着 20,000 名様）
■期 間 2017 年 10 月 14 日（土）～なくなり次第終了
■時 間 10：00～16：30
■場 所 キッズライブラリー（てっぱくホール隣り）
缶バッジマシーン

８

ボランティアスタッフによるイベント

JR（国鉄）OB・現役 JR 社員が在籍する「鉄道博物館ボランティアスタッフ」によるイベ
ントを多数開催します。
（１）らいぶ新橋駅
車両ステーション 1 階の新橋駅エリアを使用して、出改札の
実演、各種制帽を準備して撮影を楽しんでいただく制帽コレク
ション等を実施します。
■期 日 2017 年 10 月 14 日（土）・15 日（日）
■時 間 10：30～15：30
■場 所 車両ステーション 1 階新橋駅エリア

らいぶ新橋駅（イメージ）

（２）夜汽車のボランティアガイドツアー
ボランティアスタッフによるガイドツアーは、年間約 2 万
人、これまでに約 16 万人ほどのお客様を御案内してまいりま
した。今回は開館 10 周年を記念して、「夜の鉄道」をテーマ
に、実際の鉄道員による様々な鉄道情景の再現を織り交ぜな
がら、昼間のガイドツアーとは一味違う特別な内容で車両ス
テーションの御案内をいたします。
■期 日 2017 年 10 月 22 日（日）・29 日（日）
■時 間 17：00～18：00
■場 所 車両ステーション１階
※16:50 までに車両ステーション入口集合

制帽コレクション

（３）なりきり写真撮影
新幹線の運転士さんの制服・制帽をご準備し、運転士に
「なりきって」写真撮影ができます。
■期 日 2017 年 10 月 22 日（日）・29 日（日）
■時 間 13：30～14：30
■場 所 車両ステーション１階 0 系展示棟

なりきり写真撮影（イメージ）

９

駅弁祭り 2017in てっぱく

鉄道文化ギャラリーで展示されている駅弁の中から、「いいね」ランキングが上位（※8
月 1 日～8 月 31 日集計分）の駅弁から選りすぐった人気のお弁当や「鉄道博物館 10 周年記念
オリジナル弁当」などを販売する「駅弁祭り 2017in てっぱく」を開催します。
■期 間 2017 年 10 月７日（土）～10 月９日（月・祝）
、14 日（土）
・15 日（日）
※「鉄道博物館 10 周年記念オリジナル弁当」はその他の期間、各駅弁屋でも
販売いたします。
■時 間 11:00～14:00 （売切れ次第終了となります。）
■場 所 ２階ステンドグラス前

だるま弁当【1,000 円】

網焼き牛たん弁当【1,050 円】

石狩鮭めし【1,030 円】

鉄道文化ギャラリー人気投票第 1 位。

鉄道文化ギャラリー人気投票第 4 位。

鉄道文化ギャラリー人気投票第 9 位。

豊富な山の幸を使った群馬の特色を
活かした普茶料理風のお弁当です。

仙台名物の牛たんを昔ながらの麦めし
にのせました。ひもを引くだけであたた
かく召し上がれます。

大正 12 年発売の札幌駅人気駅弁。醤油
タレで炊いた鮭そぼろとイクラをのせ
た自慢の味を存分にお召し上がりくだ
さい。

10

10 周年記念ワンコインナイトミュージアム

開館 10 周年を記念して 10 月 14 日（土）は開館時間を 20：00 まで延長して営業します。
ワンコインで普段は体験できない夜間のナイトミュージアムをお楽しみいただけます。当
日 17：30 以降にご来館いただいたお客さまには、記念品として「オリジナルマスキングテ
ープ」をプレゼントいたします。
■期 日 2017 年 10 月 14 日（土）
■時 間 18：00～20：00（最終入館は 19：30）
※通常営業からそのまま滞在していただくことも可能です。ただし、記念品
プレゼントは対象外となります。
■料 金 一般 500 円、小中高生 100 円、幼児無料
※ナイトミュージアム料金適用は 17:30 以降とさせていただきます。
※プレゼントはお一人様一つ限りとさせていただきます。

【その他】
（１）10 周年記念オリジナル来館記念カード
開館 10 周年を記念して、今年で登場 10 年を迎える E655
系ハイグレード車両「なごみ（和）
」のオリジナル来館記念
カードを期間限定で配布します。
■期 間
■場 所

2017 年 10 月１日（日）～なくなり次第終了
1 階入館ゲート付近
10 周年記念オリジナル来館記念カード

（２）10 周年記念オリジナル弁当
鉄道博物館開館 10 周年を記念して企画されたお弁当。埼玉県の食材や
調理法を用いた埼玉の味をお楽しみください。
＜お弁当内容＞
川越芋の炊き込みご飯、彩の黒豚ひれかつソースがけ、狭山茶入りナマズの天ぷら、
タマシャモと深谷ねぎの人参の旨煮、埼玉県産小松菜と油揚げのごま和え、など。

■期 間
■場 所

2017 年 10 月１日（日）～10 月 30 日（月）
駅弁屋
※「鉄道博物館 10 周年記念オリジナル弁当」は、
「駅弁祭り 2017in てっぱく」でも販売します。

10 周年記念オリジナル弁当
【1,200 円】

（３）レストラン日本食堂 10 周年記念スペシャルメニュー
開館 10 周年を記念して、第 23 弾ハチクマライスの「列車乗務員
賄い丼ハチクマライス 10 周年バージョン」と「鉄道博物館 10 周年
パンケーキ」をご提供します。
■期 間 2017 年 10 月２日（月）～当面の間
■場 所 １階レストラン日本食堂

列車乗務員賄い丼ハチクマライス
10 周年バージョン【700 円】

（４）トレインレストラン日本食堂 10 周年記念スペシャルコース
開館 10 周年を記念して、
「前菜、牛肉のステーキ（パンまたは、
ライス）、デザート、食後のお飲み物」がついた「10 周年記念スペシ
ャルコース」
（3,000 円）を毎日 20 食限定でご提供いたします。
※内容は変更になる場合がございます。

■期 間 2017 年 10 月 14 日（土）～10 月 30 日（月）
■場 所 ２階トレインレストラン日本食堂

鉄道博物館 10 周年パンケーキ
【400 円】

（５）10 周年記念オリジナル商品
今年はてっぱく開館 10 周年、そして新幹線 YEAR。これらを記念してミュージアムショッ
プにてオリジナル商品「てっぱく 10 周年＆新幹線 YEAR オリジナル文房具」を販売します。
「はやぶさ・こまち・かがやき」は色もデザインも個性的です。
■期 間 2017 年 10 月 14 日（土）～なくなり次第終了
■場 所 １階ミュージアムショップ

シャープペン・ボールペン
【486 円】

マウスパッド
【1,080 円】

タオルハンカチ
【648 円】
JR 東日本商品化許諾済

◎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。価格はすべて消費税込みです。

