2019 年 11 月 21 日
鉄 道 博 物 館

鉄道博物館クリスマスイベント
『メリーてっぱクリスマス 2019』の開催について
○鉄道博物館では 12 月１日（日）～12 月 25 日（水）まで、「メリーてっぱクリスマ
ス 2019」を開催します。
○注目の新規イベントとして、以下の３つを実施します。

①

① キッズプラザ 103 トレインにクリスマス装飾をする「クリス

マス特別ワークショップ『みんなでクリスマストレインをつ
くろう』」
② 連合国軍が食堂車の中でクリスマスパーティーをしている貴
重な写真や、クリスマス限定の献立表などを展示する「企画展
『走るレストラン～食堂車の物語～』クリスマス特別展示＆
ガイドツアー」
③ 展示車両に「クリスマス」や「冬」に関連したヘッドマークを
取り付ける「鉄道ファン必見！『クリスマス・冬』関連ヘッド
マーク取り付け」

②

③

〇12 月はクリスマスイベントの他にも、国内初登場となるシンカリ
オン ＡＬＦＡ-Ｘ写真撮影会など、お子さまから大人まで楽しめる
イベントを多数開催します。皆様のご来館をお待ちしております。
※火曜日（12 月３日、10 日、17 日）は休館日です。12 月 24 日（火）は開館します。

◆◆「メリーてっぱクリスマス 2019」イベント一覧（★は新規）◆◆
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★クリスマス特別ワークショップ「みんなでクリスマストレインをつくろう」
★企画展「走るレストラン～食堂車の物語～」クリスマス特別展示＆ガイドツアー
★鉄道ファン必見！「クリスマス・冬」関連ヘッドマーク取り付け
館内に響くジングルベル ～弁慶号鐘鳴らし体験～
埼玉県立松伏高等学校合唱部によるクリスマスコンサート 2019
★てっぱクリスマス PUZZLE！！
★キッズライブラリーでメリークリスマス♪
てっぱくサンタでメリークリスマス！
クリスマスオリジナルキャンドル作り体験
てっぱくオリジナルクリスマス
きかんしゃトーマスのクリスマスキーホルダーをつくろう！
グリーティングカード

【別紙】12 月イベント一覧（★は新規）
Ⅰ ★国内初登場！！シンカリオン ＡＬＦＡ-Ｘ写真撮影会！！
Ⅱ
山陽新幹線公式キャラクター「カンセンジャー」登場
Ⅲ
千葉の観光は元気です！復興応援キャラバン in 鉄道博物館
Ⅳ
第９回 工業高校生がつくる鉄道展
Ⅴ ★鉄道少年団を知ろう！ in 鉄道博物館
Ⅵ
ＪＲ東日本大宮支社社員による踏切事故防止キャンペーン
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シンカリオン ALFA-X

イベントカレンダー
イベント開催期間：2019 年 12 月１日（日）～12 月 25 日（水）
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第９回 工業高校生がつくる鉄道展
シンカリオンALFA-X
てっぱクリスマスPUZZLE!!
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「クリスマス・冬」関連ヘッドマーク取り付け（12/4～12/25）
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てっぱクリスマスPUZZLE!!

企画展クリスマス特別展示（12/4～12/25）
てっぱクリスマスPUZZLE!!（12/1～12/25）
クリスマスオリジナルキャンドル作り（12/4～1/6）
企画展クリスマスガイドツアー
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「クリスマス・冬」関連ヘッドマーク取り付け（12/4～12/25）

「クリスマス・冬」ヘッドマーク

企画展クリスマス特別展示（12/4～12/25）

企画展クリスマス特別展示
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てっぱクリスマスPUZZLE!!

クリスマスキャンドル作り

てっぱクリスマスPUZZLE!!（12/1～12/25）
クリスマスオリジナルキャンドル作り（12/4～1/6）
てっぱくサンタでメリークリスマス！（12/14～12/25）
企画展クリスマスガイドツアー
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
鉄道少年団を知ろう！
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「クリスマス・冬」ヘッドマーク
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企画展クリスマス特別展示
てっぱクリスマスPUZZLE!!

クリスマスキャンドル作り
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「クリスマス・冬」関連ヘッドマーク取り付け（12/4～12/25）
企画展クリスマス特別展示（12/4～12/25）
てっぱクリスマスPUZZLE!!（12/1～12/25）

クリスマスオリジナルキャンドル作り（12/4～1/6）

てっぱくサンタ

てっぱくサンタでメリークリスマス！（12/14～12/25）

企画展クリスマスガイドツアー
館内に響くジングルベル（12/21～12/25）
松伏高校クリスマスコンサート

カンセンジャー

踏切事故防止キャンペーン

千葉復興応援キャラバン

絵本読み聞かせ
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「クリスマス・冬」関連ヘッドマーク取り付け（12/4～12/25）

企画展クリスマス特別展示（12/4～12/25）
てっぱクリスマスPUZZLE!!（12/1～12/25）

クリスマスオリジナルキャンドル作り（12/4～1/6）
てっぱくサンタでメリークリスマス！（12/14～12/25）

みんなでクリスマストレインをつくろう（12/23～25）
館内に響くジングルベル（12/21～12/25）
紙芝居

※火曜日（12 月３日、10 日、17 日）は休館日です。12 月 24 日（火）は開館します。
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１

クリスマス特別ワークショップ「みんなでクリスマストレインをつくろう」

NEW

キッズプラザ 103 トレインを装飾してみんなで特別な「クリスマス
トレイン」をつくります。クリスマスツリーや雪だるま型の紙に色を
塗って車体に貼ったり、オリジナルのクリスマス中吊り広告を作成し
て、車内に掲出します。
装飾した後は、学芸員が「文化財保護」や、
「車両設計・デザイン」
について説明します。
キッズプラザ 103 トレイン
■開催日 2019 年 12 月 23 日（月）
、24 日（火）
、25 日（水）
■時 間 13：30～14：30
■場 所 本館２Ｆ 科学ステーション中央スペース（色塗り・お絵描き）
本館１Ｆ キッズプラザ 103 トレイン（装飾・学芸員の説明）
■定 員 各日先着 10 組【整理券制】
■対 象 小学生以下（保護者同伴可）

※各日 11：30～本館１Ｆキッズプラザ入口付近で整理券（先着 10 組）を配布します。なくなり次第
配布を終了します。整理券は１組につき１枚配布します。
※整理券をお持ちのうえ、開始５分前に本館２Ｆ科学ステーションに集合してください。

２

企画展「走るレストラン～食堂車の物語～」クリスマス特別展示＆ガイドツアー

NEW

開催中の企画展「走るレストラン～食堂車の物語～」で、日本が連
合国軍に統治されていた昭和 20 年代に食堂車の中で行われたクリス
マスパーティーの写真や、クリスマス限定の献立表など、非常に貴重
な資料を期間限定で展示します。
土休日に開催する企画展ガイドツアーでは、これらの資料を展示解
説員が説明します。
（１）クリスマス特別展示

■開催期間 2019 年 12 月４日（水）～12 月 25 日（水）
■時
間 10：00～18：00
■場
所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー１

食堂車でのクリスマスパーティーの様子
（昭和 20 年代）

（２）企画展クリスマスガイドツアー
■開 催 日 2019 年 12 月７日（土）、８日（日）
、14 日（土）、15 日（日）、
21 日（土）、22 日（日）
■時
間 14：00～14：30
■場
所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー１
■定
員 20 名程度
※土休日に開催している「企画展ガイドツアー」の内容を一部変更して行います。
※開始５分前に本館２Ｆスペシャルギャラリー１入口前に集合してください。
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３

NEW

鉄道ファン必見！「クリスマス・冬」関連ヘッドマーク取り付け

展示車両にこの季節ならではの「クリスマス」や「冬」に関連したヘッドマークを取り
付けます。普段は見ることができない特別なヘッドマークです。
■開催期間 2019 年 12 月４日（水）～12 月 25 日（水）
■場
所 本館１Ｆ 車両ステーション 他
車両
Ｃ57 形蒸気機関車
ＥＤ75 形電気機関車
183 ランチトレイン

設置期間
12 月 ４日（水）～16 日（月）
12 月 18 日（水）～25 日（水）
12 月 ４日（水）～25 日（水）
12 月 ４日（水）～25 日（水）

ヘッドマーク
さよならＳＬ（模造）
ＳＬクリスマストレイン
北斗星トマムスキー
シュプール、新雪

さよなら SL（模造）

SL クリスマストレイン

1975 年 12 月 14 日に運転された蒸気
機関車による国鉄最後の定期旅客列車
をけん引した C57 形には「さよなら
SL」のヘッドマークが取り付けられた。

「SL ばんえつ物語」と同じ新潟
～会津若松間で 12 月に運転された
臨時列車で、雪の中を C57 形が力
走する姿が人気を集めた。

北斗星トマムスキー
1989 年に上野~トマム（石勝線）
間で運転を開始した臨時寝台特急。
始発駅を横浜、新宿などに変更しつ
つ冬季に運転された。豪華な設備を
誇る「夢空間」車両が連結されたこ
ともあり、東北本線内では ED75 形
がけん引していた。

シュプール

新雪

1986 年にスキー客輸送を目的に運
転を開始した臨時急行列車（のちに
一部特急）
。首都圏、名古屋、大阪を
深夜に出発しスキーエリアへ向かう
列車として数多く運転されたが、
2000 年代に姿を消した。183 系特急
形電車をはじめ、気動車、客車、ジ
ョイフルトレインも使用された。

1969 年に東京~石打（上越線）間
でスキー客輸送を目的に運転を開始
した臨時特急列車。１月~３月の土
休日を中心に最盛期には７往復が設
定された。一時は小千谷、長岡まで
延長され、民営化後も運転されてい
た。183 系など、さまざまな特急形
電車を使用した。
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４

館内に響くジングルベル

～弁慶号鐘鳴らし体験～

本館１Ｆ車両ステーションに展示している弁慶号機関車（7100 形
蒸気機関車）
【鉄道記念物】の鐘を鳴らします。
■開催期間 2019 年 12 月 21 日（土）～12 月 25 日（水）
■時
間 16：30～17：30（入れ替え制）
■場
所 本館１Ｆ 車両ステーション 弁慶号機関車
※16：20 頃から並んでお待ちいただけます。先着順にご案内します。
※混雑状況により終了時間前に受付を終了する場合があります。

５

弁慶号機関車

埼玉県立松伏高等学校合唱部によるクリスマスコンサート 2019

毎年恒例の埼玉県内の高等学校によるクリスマスコンサートを開
催します。今年は、東京国際合唱コンクール・ユースの部金賞１
位、グランプリコンクールにも出場した埼玉県立松伏高等学校合唱
部の皆さんがクリスマスソングを合唱します。車両ステーションに
響きわたる素敵な歌声をお楽しみください。
■開 催 日 2019 年 12 月 21 日（土）
■時
間 ①12：30 頃～ ②15：30 頃～ （各回約 25 分間）
■場
所 本館１Ｆ 車両ステーション 転車台

昨年のクリスマスコンサートの様子

※時間は変更になる可能性があります。その場合は後日ホームページでお知らせします。
※合唱曲等の詳細は後日ホームページでお知らせします。
※合唱中は転車台の両側の柵を閉鎖します。柵の外からご見学ください。

６

てっぱクリスマス PUZZLE！！

NEW

開館 12 周年イベントで好評だった「館内に潜む 12 を探せ！」に続く謎解きの第２弾と
して、「てっぱクリスマス PUZZLE！！」を開催します。館内を巡り全ての謎を解いて隠さ
れたキーワードを導き出した方に賞品をプレゼントします。この「てっぱクリスマス
PUZZLE」で頭の体操をして、来年お正月の特別企画に備えましょう！
■開 催 期 間
■時
間
■場
所
■配 布 数
■賞
品
■賞品引換場所
■賞品引換時間
■対
象

2019 年 12 月１日（日）～12 月 25 日（水）
10：00～18：00
館内各所
平日 200 枚、土休日 400 枚（なくなり次第終了）
てっぱくオリジナル鉛筆（お一人様 1 本）
本館１Ｆ インフォメーション
11：00～17：00
小学生以上

※パズルシート（Ａ５判）は本館１Ｆエントランス付近（車両ステーション入口前）に設置しますので、
ご自由にお取りください（お一人様１枚）
。各日の配布数がなくなり次第終了です。
※てっぱくオリジナル鉛筆は、期間中お一人様につき１つのみお渡しします。色は選べません。
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７

キッズライブラリーでメリークリスマス♪

NEW

キッズライブラリーにクリスマスツリーを設置し、みんなで飾り付けをします。また、
スタッフによる鉄道に関する紙芝居と、絵本の読み聞かせを行います。
（１）クリスマスツリーの設置＆飾り付け
■開催期間 2019 年 12 月 14 日（土）～12 月 25 日（水）
■時
間 10：00～16：30
■場
所 北館 キッズライブラリー
※上記の時間内で自由に飾り付けしていただけます。
※その日の分の装飾物がなくなり次第、終了します。

（２）紙芝居
■開 催 日
■時
間
■場
所
■定
員
■対
象

2019 年 12 月 24 日（火）
11：00～11：20
北館 キッズライブラリー
10 組（先着順）
幼児（３歳以上未就学児）とその保護者

キッズライブラリー

（３）絵本の読み聞かせ
■開 催 日 2019 年 12 月 21 日（土）
、22 日（日）
■時
間 14：30～14：50
■場
所 北館 キッズライブラリー
■定
員 10 組（先着順）
■対
象 幼児（３歳以上未就学児）とその保護者
絵本の読み聞かせ（イメージ）

８

てっぱくサンタでメリークリスマス！

サンタ帽を被って館内を巡回しているスタッフに「メリークリスマス」の合言葉をかけて
いただいたお客さまに「てっぱくオリジナルクリスマスグリーティングカード」をプレゼン
トします。
■開催期間
■時
間
■場
所
■配 布 数

2019 年 12 月 14 日（土）～12 月 25 日（水）
10：00～18：00
館内各所
期間合計 3,600 枚（なくなり次第、配布終了）

※デザインが変更になる場合があります。
※てっぱくオリジナルクリスマスグリーティングカードは期間中お一
人様１枚に限りお渡しします。
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てっぱくオリジナルクリスマス
グリーティングカード

９

クリスマスオリジナルキャンドル作り体験

グラスの中に自分の好きな色の砂を入れて模様をつくり、電車など
のガラス細工を置いてオリジナルのクリスマスキャンドルを作りま
す。ジェル状の蝋（ろう）を入れ、蝋が固まるまでの間、館内をご見
学いただくと、世界でたった一つだけのオリジナルキャンドルの完成
です！
■開催期間 2019 年 12 月４日（水）～2020 年１月６日（月）
クリスマスオリジナルキャンドル
■時
間 開館～17：30 (最終受付は 16：30 まで)
（イメージ）
■場
所 本館２Ｆ スペシャルギャラリー前【12/4～12/16】
本館１Ｆ インフォメーション付近【12/18～2020/1/6】
■料
金 基本セット 1,210 円（税込）から
※12 月 29 日（日）～2020 年１月１日（水・祝）は休館日です。
※基本セットは、グラス・カラー砂・鉄道博物館ロゴプレートのセットです。グラス（容器）の大きさや、
オプションによって料金が変わります。
※期間中、実施場所が変更になりますのでご注意ください。

１０

きかんしゃトーマスのクリスマスキーホルダーをつくろう！

「きかんしゃトーマス」のクリスマスキーホルダーをつくります。人気キャラクターと、
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キーホルダーを作成すること
ができます。
■開催日
■時 間
■場 所
■対 象

2019 年 12 月 14 日（土）
、15 日（日）
10：00～17：00
本館１Ｆ インフォメーション付近
ミュージアムショップ TRAINIART（トレニアート）で販売する専用プレート
【リングタイプ 1,100 円（税込）】または、
【フォトフレームタイプ 1,320 円（税込）】をご購入いただいたお客さま

リングタイプ完成イメージ（一例）

フォトフレームタイプ
完成イメージ（一例）

選べる文字（イメージ）

12 月はクリスマスイベントに加え、暖かい館内でお子さまから大人まで楽しめる
イベントを多数開催します。また、館内のレストラン、ミュージアムショップで期
間限定商品を販売します。詳細については別紙をご覧ください。
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別 紙
12 月イベント
12 月はクリスマスイベントに加え、暖かい館内でお子さまから大人まで楽しめる多彩な
イベントをご用意してお待ちしております。

Ⅰ

国内初登場！！シンカリオン ＡＬＦＡ-Ｘ写真撮影会！！

NEW

12 月 27 日公開の劇場版『新幹線変形ロボ シンカリオン 未来から
きた神速のＡＬＦＡ-Ｘ』に登場するシンカリオン ＡＬＦＡ-Ｘがて
っぱくに国内初登場します！南館１ＦのＥ５系新幹線モックアップ
前で写真撮影ができます。
■開催日
■時 間
■場 所
■定 員

2019 年 12 月１日（日）
①11：30～12：00 ②13：30～14：00 ③15：30～16：00
南館１Ｆ 仕事ステーション Ｅ５系新幹線モックアップ前
各回先着 60 組【整理券制】

シンカリオン ALFA-X

© プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/ 超進化研究所・The Movie 2019

※当日 10：00 から南館１Ｆ仕事ステーションＥ５系新幹線モックアップ前にて３回分全ての
整理券（各回先着 60 組）を配布します。整理券は１組につき１枚配布します（なくなり次第終了）。
※11 月 30 日（土）は本館２Ｆスペシャルギャラリー内に展示します。写真撮影会は実施しません。
※カメラはお客さまご自身でご用意ください。

Ⅱ

山陽新幹線公式キャラクター「カンセンジャー」登場

JR 西日本の山陽新幹線公式キャラクター「カンセンジャー」が今
年もてっぱくに登場します。転車台回転実演へのゲスト出演や、写真
撮影会を行います 。
（１） グリーティング・転車台回転実演
■開催日 2019 年 12 月 22 日（日）
■時 間 【グリーティング】10：00～10：15
【転車台回転実演】15：00～15：15
■場 所 本館１Ｆ インフォメーション付近
本館１Ｆ 車両ステーション 転車台
※転車台回転実演中は両側の柵を閉鎖します。柵の外からご見学ください。

（２） 写真撮影会
■開催日 2019 年 12 月 22 日（日）
■時 間 13：30～13：50
■場 所 本館１Ｆ 車両ステーション ０系展示棟
■定 員 最大 100 組

カンセンジャー
2012 年 10 月に JR 西日本山陽
新幹線の公式キャラクターとして
デビューしました。
500 系新幹線電車をモチーフに
したキャラクターで「安全・マナ
ー」などをテーマに各種イベント
に出演するなど、大活躍中です。

※13：20 頃から並んでお待ちいただけます。先着順にご案内します。定員になり次第受付を終了します。
※カメラはお客さまご自身でご用意ください。
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Ⅲ

千葉の観光は元気です！復興応援キャラバン in 鉄道博物館

台風や大雨の影響で大きな被害を受けた「小湊鐡道」「いすみ鉄道」と、その沿線市町で構
成される「房総横断鉄道活性化協議会」が房総の魅力をご紹介します。当日は千葉県マスコッ
トキャラクター「チーバくん」や沿線のご当地キャラクターたちと一緒に写真撮影ができます。
また、JR 東日本千葉支社公式 SNS をフォローしていただいたお客さまに、千葉県内の指定
された宿泊施設で使用できる宿泊補助券や観光施設で使用できるお買い物券が当たる抽選会
も実施します。
■開催日 2019 年 12 月 22 日（日）
■時 間 10：00～16：00 頃
■場 所 本館２Ｆ ステンドグラス前
■内 容
（１）
「房総横断鉄道活性化協議会」による各地域の観光スポット・グルメ情報 PR（パンフレット配布）
（２）子ども駅長制服を着て写真撮影
（３）千葉を楽しむ宿泊補助券・お買い物券が当たる抽選会
（４）ご当地キャラクターによるグリーティング＆転車台回転実演登場
１回目 10：45～
２回目 12：00～ ※転車台回転実演のみ
３回目 14：00～
４回目 15：30～
【登場するご当地キャラクター】

千葉県マスコットキャラクター
チーバくん

市原市マスコットキャラクター
オッサくん

いすみ市マスコットキャラクター
いすみん

JR 東日本千葉支社
マスコットキャラクター駅長犬
（えきちょうけん）

大多喜町シンボルキャラクター
おたっきー

※登場するご当地キャラクターは当日変更になる場合があります。
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Ⅳ

第９回 工業高校生がつくる鉄道展

毎年恒例の「工業高校生がつくる鉄道展」を開催します。埼玉県内の工業高校生が設計・
製作した５インチゲージのミニ列車にご乗車いただける他、各校の活動報告のパネル展示
も行います。
■開催日
■時 間
■場 所
■内 容

2019 年 11 月 30 日（土）
、12 月１日（日）
10：30～16：30 （12：00～13：00 除く）
本館２Ｆ ステンドグラス前・スペシャルギャラリー前
・５インチゲージのミニ列車体験乗車
・
「乗車記念チケット」配布
・参加校の活動報告展示、プレゼンテーション
・
「第 29 回 夢の電車イラストコンテスト」入賞作品展示
■参加校 埼玉県立春日部工業高等学校
埼玉県立川越工業高等学校
埼玉県立越谷総合技術高等学校
埼玉県立三郷工業技術高等学校

Ⅴ

鉄道少年団を知ろう！ in 鉄道博物館

昨年度の様子

NEW

大宮鉄道少年団の皆さんがてっぱくにやってきます。大宮鉄道少年団
の活動紹介と団体行動訓練を披露します。
■開催日
■時 間
■場 所
■内 容

2019 年 12 月 14 日（土）
12：00～14：00
南館１Ｆ 仕事ステーション Ｅ５系新幹線モックアップ前
・転車台回転実演（12：00～）へのゲスト出演
・鉄道少年団の活動紹介＆パネル展示
・団体行動訓練（※）披露

団体行動訓練の様子

※団体行動訓練
基本動作や集団動作を正確かつ機敏に行うことで、集団で行動する際の基礎を身につけます。

Ⅵ

ＪＲ東日本大宮支社社員による踏切事故防止キャンペーン

南館１Ｆ仕事ステーションの踏切展示を使用して、踏切事故防止キャ
ンペーン「踏切事故０(ゼロ)」運動を開催します。制服を着たＪＲ東日
本大宮支社の現役社員による踏切設備の説明や、Ｅ５系新幹線モックア
ップ前で子ども駅長制服撮影会を行います。
■開催日 2019 年 12 月 21 日（土）
■場 所 南館１Ｆ 仕事ステーション
■内 容
前回の様子
（１）踏切の非常ボタン体験 ①10：00～12：00 ②14：00～16：00
（２）子ども駅長制服撮影会 ①10：00～12：00 ②14：00～16：00 【対象：小学生以下】
※参加希望者多数の場合は、終了時間前に受付を締め切ります。
※カメラはお客さまご自身でご用意ください。
※イベントご参加の方にノベルティグッズを配布します(なくなり次第終了）。
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ミュージアムショップ・レストラン季節限定商品販売
館内のミュージアムショップ・レストランではクリスマスシーズンにぴったりの季節限定
商品をご用意してお待ちしております。

＜ミュージアムショップ TRAINIART（本館１Ｆ）＞
きかんしゃトーマスのクリスマス向けお菓子を販売します。ご家族やお友達とのクリスマ
スパーティーにおすすめです！
■販売商品・価格
①きかんしゃトーマスシールブーツ
1,100 円（税込）
②きかんしゃトーマスお菓子ナップザック
550 円（税込）
③きかんしゃトーマスお菓子リュックサック 1,650 円（税込）
④きかんしゃトーマスクリアトランク
1,100 円（税込）
⑤きかんしゃトーマスお菓子トーマス缶
1,320 円（税込）
⑥きかんしゃトーマスバケツツリー
1,320 円（税込）
⑦きかんしゃトーマスチョコレートエッグ
671 円（税込）
■販売期間
2019 年 11 月 22 日(金)～12 月 25 日(水) ※売り切れ次第終了
■販売数
商品により異なる（24 個～100 個、合計 300 点程度）

きかんしゃトーマス
クリスマス向けお菓子（イメージ）

＜ビューレストラン（南館４Ｆ）＞
季節のおすすめメニューとして、チョコレートブラウニーとバニラア
イスを使用した「チョコレートサンデー」をご用意しました。濃厚なチ
ョコレートソースと酸味の効いたベリーソースをたっぷりかけてお召
し上がり下さい。
■販売商品
チョコレートサンデー
■販売価格
単品 760 円（税込） ドリンクセット 980 円（税込）
■販売期間
2019 年 12 月１日（日）～2020 年１月 31 日（金）
チョコレートサンデー
（イメージ）
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＜トレインレストラン日本食堂（本館２Ｆ）＞
食堂車の雰囲気を感じながら、
「クリスマスデザートプレート」
をお楽しみください。
■販売商品
クリスマスデザートプレート（ドリンク付き）
■販売価格
1,200 円（税込）
■販売期間
2019 年 12 月１日（日）～12 月 25 日（水）

クリスマスデザートプレート
（イメージ）

＜キッズカフェ（本館１Ｆ）＞
大人気のタピオカと、つぶつぶ食感のいちごを一度に味わえる「タピ
オカ入り つぶつぶいちごミルク」を販売します。お子さまから大人ま
で楽しんでいただける一品です。
■販売商品
タピオカ入り つぶつぶいちごミルク
■販売価格
Ｒ 480 円（税込） Ｌ 530 円（税込）
■販売期間
2019 年 11 月 23 日（土・祝）～12 月 25 日（水）
タピオカ入り つぶつぶいちごミルク

以上
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