
2018 年９月 21 日 

鉄 道 博 物 館 

 

 

鉄道博物館開館 11周年記念イベント 

「てっぱく 11歳、秋の感謝祭！」の開催について 
 

○鉄道博物館は 2018 年 10 月 14 日（日）に開館 11 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、2018 年 10 月 5 日（金）～29 日（月）の間、「てっぱく 11 歳、秋の感謝

祭！」を開催します。 
 

○今年７月にオープンした南館の歴史ステーションを巡るガイドツアーや、「新幹線変形ロボ シ

ンカリオン」Ｅ５はやぶさ・Ｅ６こまちとの記念撮影、みんなで TRAIN SUITE 四季島に手を振

るといった、大人からお子さままで楽しめるイベントを開催いたします。 
 

○館内のレストラン、カフェでは開館 11 周年を記念して、期間限定メニューを販売いたします。 
 

※イベントは一部を除き入館料のみでお楽しみいただけます。 

※期間中、火曜日は休館いたします。 

 

「てっぱく 11歳、秋の感謝祭！」 イベント一覧（★は新規イベント） 
 
１ ★学芸員による歴史ステーションガイドツアー 
 

２  ★「新幹線変形ロボ シンカリオン」発進！！ 
 

３ ★みんなで TRAIN SUITE 四季島に手を振ろう！ 
 

４ ★御料車ヘッドマウントディスプレイ体験 
 

５ とれたんずといっしょ in 秋の感謝祭 
 

６ 鉄道博物館開館 11 周年記念てっぱくビンゴ in 秋の感謝祭 
 

７ ★新・JR 貨物列車大行進～全国を駆ける JR 貨物の機関車たち～上映 
 

８ 開館 11 周年記念「ナイトてっぱく」延長営業 
 

９ 鉄道博物館イルミネーション 2018 
 

10 ★きかんしゃトーマスのオリジナルキーホルダーをつくろう！ 
 

11 ★キハ 11 形気動車車内特別公開 
 

12 駅弁祭り in 秋の感謝祭 
 

13 ★レストラン・カフェ期間限定メニュー販売 

 

 

 

 

Ｅ５はやぶさ設置（イメージ） 

©PJ-S・J/S・TBS 

TRAIN SUITE四季島（イメージ） 

ＪＲ東日本提供 

きかんしゃトーマス 

オリジナルキーホルダー完成イメージ 

©2018 Gullane (Thomas) Limited. 

 

歴史ステーション導入展示 

キハ 11 形気動車 



★★「てっぱく 11歳、秋の感謝祭」イベントカレンダー★★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※火曜日（10月２日、９日、16日、23日、30日）は休館日です。 
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１ 学芸員による歴史ステーションガイドツアー 
 

 南館３Ｆの歴史ステーションを巡るガイドツアーを開催します。 

鉄道開業から現在までの 140 余年の日本の鉄道の歴史と技術の変遷

を、各期の技術展示（土木）と、社会展示（駅・営業制度）を中心

に当館の学芸員が分かりやすく解説します。  

 

■開催日 2018年 10月６日（土）、７日（日）、８日（月・祝）、 

13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日） 

■時 間 16：30～17：30（各日１回） 

■場 所 南館３Ｆ 歴史ステーション  

■定 員 各回最大 20名 

■内 容 ＜土曜日・祝日＞  

各期の技術展示(土木)を中心に紹介 

＜日曜日＞  

各期の社会展示（駅・営業制度）を中心に紹介 

 
※開始５分前までに歴史ステーション入口付近に集合してください。 

※定員になり次第、受付を終了します。 

※どなたでもご参加いただけます（先着順）。 

 

 

２ 「新幹線変形ロボ シンカリオン」発進！！ 

 
（１） シンカリオン Ｅ５はやぶさ設置 

2018年８月 19日まで上野駅に設置されていた全長約５ｍ（1/5スケール） 

のシンカリオン Ｅ５はやぶさを期間限定で設置します。 

 

■期 間 2018年 10月 10日(水)～当分の間 

■時 間 10：00～18：00 

■場 所 本館１Ｆ インフォメーション付近 

 
 

 

 

 

 

（２） シンカリオン写真撮影会 

シンカリオン Ｅ５はやぶさ、Ｅ６こまちがてっぱくにやって 

きて、一緒に写真撮影ができます。 
 

■開催日 2018年 10月 20日（土）、21日（日） 

■時 間 午前 11：30～ 

          午後 15：30～ 

■場 所 南館１Ｆ Ｅ５系新幹線電車（モックアップ）前 

■定 員 各回先着 100組様 
 

※当日 10：00から南館１Ｆ Ｅ５系新幹線電車（モックアップ）前にて２回分全ての整理券（各 

回先着 100組様）を配布します。なくなり次第、整理券の配付を終了します。 

 ※整理券は１組につき１枚配布します。午前、午後どちらか１回のみご参加いただけます。 

※整理券をお持ちのお客さまは整理券に記載されている時間までに会場にお越しください。 

※カメラはお客さまご自身で持参してください。 

Ｅ５はやぶさ設置（イメージ） 

©PJ-S・J/S・TBS 

歴史ステーション導入展示 

各分野の鉄道技術の歴史的変遷 

NEW 

NEW 

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS 

歴史ステーション導入展示 



 

３ みんなで TRAIN SUITE四季島に手を振ろう！ 

 
鉄道博物館に隣接する線路を通過する TRAIN SUITE四季島に 

向かって、みんなで手を振るイベントを開催します。  

ご参加いただくお客さまに TRAIN SUITE四季島の手旗を配 

  布します。 

 

    ■開催日 2018年 10月 11日（木） 
  ■時 間 16：45頃  
  ■場 所 ミニ運転パーク 他  
   
※隣接する在来線の線路に向かって手を振ります。 

 ※当日の TRAIN SUITE 四季島の運行状況により時間が前後する可能性があります。 

 ※お見送り用の手旗を先着 1,000 名様に配布します（なくなり次第配布終了）。 

 ※実施時間や実施場所等については当日、館内放送でご案内します。 

 

 

４ 御料車ヘッドマウントディスプレイ体験 

 
専用の VRゴーグル「ヘッドマウントディスプレイ」を装着して、 

通常では立ち入ることのできない御料車の車内に入ったかのような 

疑似体験ができる「御料車ヘッドマウントディスプレイ体験」を開 

催します。 

 

■開催日 2018年 10月 20日（土）、21日（日）  

■時 間 ①11：00～（約 30分間） 

     ②15：30～（約 30分間） 

■場 所 本館１Ｆ 車両ステーション クハ 181形電車車内 

■対 象 13歳以上のお客さま 

■定 員 各回最大 20名 
 
※当日 10：00から本館１Ｆ車両ステーション クハ 181 形電車前で２回分全ての整理券（各回先着 

20 名様）を配布します。なくなり次第、整理券の配付を終了します。 
※開始５分前までに本館１Ｆ車両ステーション クハ 181 形電車前に集合してください。 

※定員になり次第、受付を終了します。 
 

 

５ とれたんずといっしょ in 秋の感謝祭 

 
ＪＲ東日本の新幹線などの列車をモチーフとしたキャラ 

クター「とれたんず」の魅力に触れるブースを設置します。 

「とれたんずフォトスポット」での記念撮影や、ムービー 

上映に加え、「とれたんずぬりえ」もお楽しみいただけます。 

 

 ■期 間 2018年 10月 10日（水）～11月 11日（日） 

 ■時 間 10：00～18：00 

■場 所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー２ 
 

 

 

 

ヘッドマウントディスプレイ体験 

（イメージ） 

NEW 

NEW 

TRAIN SUITE 四季島（イメージ） 

ＪＲ東日本提供 



 

【とれたんずポスター掲出】 

とれたんずキャラクターのポスターを掲出します。 

とれたんずの仲間たちを知ることができます。 

 

【とれたんずフォトスポット】   

とれたんず「Ｅ５はやぶさくん」のフォトスポットを設置 

します。ぜひ、ご家族やご友人と記念撮影してください。 

※カメラはお客さまご自身でご用意ください。 

 

【とれたんずぬりえ】 

とれたんずのぬりえをお楽しみいただけます。とれたんず 

に色を塗って、オリジナルとれたんずを完成させましょう。 

※各日最大先着 400名様に配布します（なくなり次第終了）。 

※ぬりえの種類は選べません。 

 

【とれたんずムービー上映】 

 とれたんずのショートアニメや、ミュージックビデオを上映 

します。ご家族やご友人と鑑賞してください。 

 

  

 

６ 鉄道博物館開館 11 周年記念てっぱくビンゴ in 秋の感謝祭 

  
鉄道博物館開館 11 周年を記念して、恒例の「てっぱくビンゴ」を 

開催します。鉄道博物館オリジナルグッズ（非売品）に加え、南館 

オープン以降、大人気のＥ５シミュレータ体験券など、いつもとは 

違う賞品をご用意してお待ちしております。 

 

  ■開催日 2018年 10月５日（金）、22日（月）  

■時 間 16：00～（約 30分間） 

   ■場 所 北館 てっぱくホール 

■対 象 小学生以下のお客さま 

■定 員 最大 100 組 

 

  
※各日 15：30頃から小学生以下のお客さまにお一人様１枚ビンゴ台紙を配布します。 
※定員になり次第ビンゴ台紙の配布を終了します。 
※開始５分前までにてっぱくホールに入室してください。途中からの入室は出来ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とれたんずぬりえ（一例） 

とれたんずポスター・フォトスポット 

（イメージ） 

てっぱくビンゴ台紙 



７ 新・JR 貨物列車大行進～全国を駆ける JR貨物の機関車たち～上映 

 
2018年 10月 20日（土）から本館２Ｆスペシャルギャラリー１にて 

開催する秋の企画展「貨物ステーション～カモツのヒ・ミ・ツ～」に 

合わせて、日本全国を駆けめぐるＪＲの貨物列車と、それを牽引する 

機関車たちを紹介する映像をてっぱくホールで上映します。ご家族や 

お友達とぜひご覧ください。 

 
 ■期 間 2018年 10月５日(金)～2019年２月 24日（日） 

 ■時 間 11：00～、12：15～、13：30～、14：45～(各回約 74分) 

 ■場 所 北館 てっぱくホール 

 ■協 力 ビコム株式会社 
  

※10/5、10/22（てっぱくビンゴ開催日）は 14:45～の回を休止します。 
※混雑状況等により上映を中止する場合がございます。 
※てっぱくホールでの上映は、16：00までです。 
※自由に鑑賞していただけます。上映中、いつでも途中入退室できます。 

 

 

８ 開館 11周年記念「ナイトてっぱく」延長営業 

 
10月 13日（土）に開館時間を延長して「ナイトてっぱく」を開催します。ミニ運転パー 

クの幻想的なイルミネーションの中を走るミニ運転列車など、一味違った夜の鉄道博物館 

をお楽しみください。 

  
■開催日 2018年 10月 13日（土） 

 ■時 間 18：00～20：30   

 ■場 所 全館（本館＋南館） 

   
※10：00～18：00は通常どおり営業します。 

※通常開館中からご来館いただいているお客さまは、そのままご参加いただけます。 

※「ナイトてっぱく」（18：00 以降）からのご入館も可能です。その場合は、通常のご入館料をお支 

払いただきます。 

※18：00以降は、キッズカフェ、てっぱくひろば（ミニはやぶさ号含む）、トレインテラス（南館屋

上）、パノラマデッキ（本館屋上）は閉鎖します。また、トレインレストラン日本食堂（本館２Ｆ）

と、ビューレストラン（南館４Ｆ）は一部メニューを限定して営業します。 
 ※「ナイトてっぱく」時間中のミニ運転列車、Ｄ５１シミュレータ、Ｅ５シミュレータ、車掌シミ 

ュレータの整理券は、18：00 からそれぞれの乗り場で配布します（なくなり次第配布終了）。 

 

 

９ 鉄道博物館イルミネーション 2018 
   

今年もミニ運転パークでイルミネーションを点灯します。 

ミニ運転パークが幻想的な光に包まれます。光にあふれる素 

敵な光景をご覧ください。 

 

■開催日：2018年 10月 10日（水）～2019年３月 11日（月） 

■時 間：16：00～22：00 

■場 所：ミニ運転パーク 

 
※期間中は、休館日も含め毎日点灯します。 

※期間中の開館時間は、通常どおり 10：00～18：00です。 

※10月 13日（土）は「ナイトてっぱく」時間中にもご覧いただけます。 

新・JR 貨物列車大行進 

NEW 

ミニ運転パークイルミネーション 

（イメージ） 



 

10 きかんしゃトーマスのオリジナルキーホルダーをつくろう！ 
 

「きかんしゃトーマス」のオリジナルキーホルダーを作ること 

ができるイベントです。人気キャラクター「トーマス」「パーシー」 

「ジェームス」と、ひらがな（50音）、記号のパーツを選んで自分 

だけの名前入りオリジナルキーホルダーを作成することができます。 
 

■開催日 2018年 10月 27日（土）、28日（日） 

 ■時 間 10：00～17：00 

 ■場 所 本館１Ｆ ミュージアムショップ横イベントスペース 

 ■対 象 ミュージアムショップ TRAINIARTで販売する 

専用プレート（980円）をご購入いただいたお客さま 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※オリジナルキーホルダーの作成には、専用プレート（980 円）をご購入いただくことが必要です。 
※専用プレートやパーツは数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。 

※価格は税込です。 

※イベントの参加には、別途鉄道博物館の入館料が必要です。 

 

 

11 キハ 11形気動車車内特別公開  
    

鉄道博物館開館 11周年にちなみ、当館北側に展示している 

キハ 11形気動車の車内を特別に公開します。普段は入ること 

のできないキハ 11形気動車の車内をご見学いただけます。 
 

■開催日 2018年 10月６日（土）、７日（日）、８日（月・祝）、 

13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日） 

■時 間 16：00～17：00 

■場 所 北館屋外 

  
※上記時間内に限り、車内をご見学いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW 

キハ 11 形気動車 

NEW 

きかんしゃトーマスオリジナルキーホルダー 

完成イメージ 
©2018 Gullane (Thomas) Limited. 

専用プレート（イメージ） 

選べるパーツ（一例） 選べる文字（イメージ） 



 

12 駅弁祭り in 秋の感謝祭 

 
本館２Ｆ鉄道文化ギャラリーに展示している人気の駅弁を集めた「駅弁祭り in 秋の感謝 

祭」を開催します。この機会にぜひご賞味ください。 

 

 ■期 間 2018年 10月６日（土）、７日（日）、８日（月・祝）、 

      13日（土）、14日（日） 

 ■時 間 11：00～売り切れ次第終了 

 ■場 所 本館２Ｆ ステンドグラス前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
※数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。 

※価格は全て税込です。 

 

 

13 レストラン・カフェ期間限定メニュー販売 
 

開館 11周年を記念して、館内のレストラン・カフェで期間限定の特別メニュー 

を販売します。この機会にご家族やご友人とぜひ、ご賞味ください。 

 

（１）ビューレストラン 

■期 間  2018年 10月５日（金）～10月 22日（月） 

■場 所  南館４Ｆ ビューレストラン 

■メニュー オムハヤシ エビフライ添え（セットドリンク付） 

■価 格  1,100円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

NEW 

開館 11周年にちなみ、２本のエビフライで 

「11」をイメージして盛り付けました。 

網焼き牛たん弁当【1,050 円】 

仙台名物の牛タンと麦めしのお弁当で

す。ひもを引くだけの加熱式です。 

 

石狩鮭めし【1,150 円】 

大正 12 年からのロングセラー駅弁。札

幌駅の味として親しまれてきた鮭めし

にいくらをたっぷりのせた本場ならで

はの味です。 

だるま弁当【1,000 円】 

山の幸を豊富に使った普茶料理風の

お弁当です。 

 

オムハヤシ エビフライ添え（イメージ） 

 



（２）トレインレストラン日本食堂 

■期 間  2018年 10月 14日（日）～10月 31日（水） 

■場 所  本館２Ｆ トレインレストラン日本食堂 

■メニュー 和牛すねバーグ（パン or ライス、サラダ付） 

■価 格  1,800円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（３）キッズカフェ 

■期 間  2018年 10月 14日（日）～10月 31日（水） 

■場 所  本館１Ｆ キッズカフェ 

■メニュー 温州みかんヨーグルトドリンク 

■価 格  390円 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
※数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。 

※価格は全て税込です。  
 

 

 

 

和牛すね肉を 100％使用し、塩味が効いており、

ソースが無くても召し上がれるハンバーグです。 

温州みかんの甘みとヨーグルトの酸味が 

一体になり甘酸っぱい美味しさが味わえる一品です。 

和牛すねバーグ（イメージ） 

 

温州みかんヨーグルトドリンク（イメージ） 


