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ワクワクいっぱい！イベントいっぱい！京都鉄道博物館で冬を楽しもう♪

「プラレールフェスティバル in 京都鉄道博物館」
「新幹線変形ロボ シンカリオン 360°ザ・ムービー」
「きかんしゃトーマスとなかまたち Go！Go！スタンプラリー」
プラレール 60 周年もいよいよフィナーレ

「プラレールフェスティバル in 京都鉄道博物館」
株式会社タカラトミーの鉄道玩具「プラレール」が 1959 年の発売から今年で 60 周年を迎えたことを記念し
て、京都鉄道博物館は「プラレールフェスティバル in 京都鉄道博物館」を開催します。
本イベントは、今年３月から５月まで開催された企画展「おかげさまで 60 年まるごとプラレール展」に続く
「プラレール」とのコラボ企画第２弾となります。
今回は、企画展示室のメインとして初めてプラレールのレールで出来たクリスマスツリーを製作・展示しま
す！また、クリスマス特別ラッピングをした「SL スチーム号」も初めて運行します！

©TOMY ｢プラレール｣は株式会社タカラトミーの登録商標です。
©2019 Gullane(Thomas) Limited.
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・The Movie 2019

気になるイベント詳細内容は次ページから！！
京都市下京区観喜寺町
０５７０－０８０－４６２
http://www.kyotorailwaymuseum.jp

休館日は毎週水曜日(12/25 は開館)の他、
2019 年 12 月 30 日～2020 年１月１日・７日・１４日です。
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プラレールのレールで出来たクリスマスツリー

「プラレール」クリスマスツリー
プラレールのレール約 200 個、橋脚約 1000 本を使用し、高さ約 1850 ㎜
のクリスマスツリーを製作・展示！！プラレールも走行します♪
展示期間 2019 年 12 月 14 日(土)～2020 年１月 28 日(火)
展示場所 本館２F 企画展示室
展示時間 開館中

▲画像はイメージ

お子様に大人気の「のぞきジオラマ」が登場！

「プラレールの車窓から」
新幹線の車両をイメージした窓から覗くことができます！昼と夜のシーンの
景色を車窓から眺めているような気分になります♪
展示期間 2019 年 12 月 14 日(土)～2020 年１月 28 日(火)
展示場所 本館２F 企画展示室
展示時間 開館中

▲画像はイメージ

迫力満点！３シリーズが集結！！

「プラレールシリーズ巨大ジオラマ」
プラレール 60 周年にちなんで、実車シリーズ・トーマスシリーズ・シンカリ
オンシリーズの計３シリーズが集結！幅約 5400 ㎜、奥行約 1800 ㎜の巨大ジオ
ラマを展示します。
展示期間 2019 年 12 月 14 日(土)～2020 年１月 28 日(火)
展示場所 本館２F 企画展示室
展示時間 開館中

▲画像はイメージ

思い出の一枚をここで撮影しよう♪

「走りだせ！蒸気機関車～不思議な写真が撮れるよ～」
まるでプラレールの世界に入り込み、蒸気機関車の横に立ってい
るような不思議な写真が撮れます！当館で保存・展示している D51 形 200 号機
がモチーフになっています♪
開催期間 2019 年 12 月 14 日(土)～2020 年１月 28 日(火)
開催場所 本館２F 企画展示室
開催時間 開館中

▲画像はイメージ

蒸気機関車もクリスマスの装いに♪

「SL スチーム号」クリスマス特別ラッピング
SL スチーム号の炭水車をクリスマスの装いに♪
開催期間 2019 年 12 月 14 日(土)～2019 年 12 月 25 日(水)
開催場所 SL スチーム号のりば
運行時間 11 時～16 時の間、概ね 30 分～60 分に１本運行
※SL スチーム号運行についての詳細は当館 HP または
インフォメーションでご確認ください。
※都合により運行時間を変更する場合がございます。
乗車方法 乗車券を SL スチーム号のりばに設置しております券売機で
お求めください。
大人(高校生以上)：300 円 お子様(３歳～中学生)：100 円
京都市下京区観喜寺町
０５７０－０８０－４６２
http://www.kyotorailwaymuseum.jp

▲画像はイメージ

休館日は毎週水曜日(12/25 は開館)の他、
2019 年 12 月 30 日～2020 年１月１日・７日・１４日です。
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特別コラボ決定！

「クッキーでつくろう！プラレール C62 形蒸気機関車」
お菓子作家イトウ ユカ氏と一緒にクッキーをデコレーションしてプラレールの C62 形蒸気
機関車の大型イラストを完成させよう！
開 催 日 2019 年 12 月 14 日(土)
開催場所 本館１F 「車両のしくみ／車両工場」エリア
講師プロフィール
【イトウ ユカ氏】ワークショップや絵本、広告などジャンルを越えてさまざまな
創作活動を行う。全部お菓子でできた絵本「さがそ！おかしのくに」
（学研）シリーズ 3 冊とレシピ本を出版。2019 年は「efuca.」が
オープンして 10 周年。
京都鉄道博物館で、プラレール 60 周年との特別なコラボレーション
の実施がきまりました。
ホームページ

▲イトウ ユカ氏

https://www.efuca.com/
※詳細は後日、当館 HP でお知らせします。

全周 360°スクリーンで臨場感たっぷりのシンカリオン映像！

「新幹線変形ロボ シンカリオン 360°ザ・ムービー」
2018 年１月から 2019 年６月にかけて TBS 系全国 28 局ネットでテレビアニメ
が放送され、2019 年 12 月 27 日(金)からは劇場版の公開も予定されている「新
幹線変形ロボ シンカリオン」の世界を 360°のバーチャル映像と音楽で体験で
きる４Ⅾシアターアトラクション。
開催期間 2019 年 12 月 14 日(土)～2020 年３月１日(日)
開催会場 本館３F ホール
開催時間 10：30～17：00 (随時上映・所要時間 約６分)
参加対象 ４歳以上のお客様
参 加 費 500 円(税込)
※開催会場に設置している自動券売機でチケットを
お買い求めください。
参加定員 16 名(入れ換え制)
©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

毎年恒例の人気イベント！！

「きかんしゃトーマスとなかまたち
Ｇｏ!Ｇｏ!スタンプラリー」
2020 年春からの映画公開を記念し、スタンプラリーを開催！本館内４箇所に
設置されたトーマスの仲間たちのスタンプを集めてオリジナルシールを GET し
よう！また、本館２F キッズパークでは、同期間中、「プラレールきかんしゃト
ーマスシリーズ」のジオラマも展示します。
開催期間 2019 年 12 月 14 日(土)～2020 年５月６日(水・祝)
受
付 本館２F キッズパーク
開催会場 本館内各所
開催時間 開館中
対
象 小学生以下のお子様

京都市下京区観喜寺町
０５７０－０８０－４６２
http://www.kyotorailwaymuseum.jp

▲画像はイメージ
©2019 Gullane(Thomas) Limited.
©2019 HIT Entertainment Limited.

休館日は毎週水曜日(12/25 は開館)の他、
2019 年 12 月 30 日～2020 年１月１日・７日・１４日です。
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【プラレールとは】
「プラレール」（発売元：株式会社タカラトミー） は、2019 年に発売 60 周年を迎えたロングセラーの鉄道玩具で、３世代にわたって愛されてい
るブランドです。
「プラレール」の原型は、金属や木の玩具が主流であった 1959 年に、当時の最新素材であったプラスチックの玩具として発売された「プラス
チック汽車・レールセット」です。
象徴的な青いレールは、当時家族が団らんの時を過ごした「ちゃぶ台」の上で遊べるサイズで設計されました。この規格は６０年経った今でも
変わっておらず、当時のレールと最新のレールを繋げて遊ぶこともできます。
今後も、身近であり憧れでもある“鉄道”をテーマに、子どもたちが社会を学び、創造力等の子どもたちの成長を促し、また親子のコミュニケー
ションを育むブランドとして展開していきます。日本国内ではこれまでに、累計約 1,480 種類、１億 6,900 万個以上を販売しています（2019 年１月
末現在）。

＜報道各位から本件に関するお問い合わせ先＞
京都鉄道博物館 広報 TEL：０５７０－０８０－４６２(ナビダイヤル)
＜読者から商品に関するお問い合わせ先＞
株式会社タカラトミー お客様相談室 TEL：０５７０－０４１０３１（ナビダイヤル）

京都市下京区観喜寺町
０５７０－０８０－４６２
http://www.kyotorailwaymuseum.jp
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