
＜大瀬戸千嶋 （オオセドチシマ）プロフィール＞
サックス奏者大瀬戸嵩とエレクトーン奏者千嶋里志によるインストゥルメン
タルユニット。今年結成15年を迎え、国内外で演奏活動を行っている。
2018年から京都鉄道博物館入口ビジョンで、オリジナルイメージ曲「軌条の
彼方」が流れており、2020年元日には、京都本願寺本堂でニューイヤーコン
サート演奏者に選出される等、各方面から注目を集めている。

１．５周年記念セレモニー

公式キャラクターのウメテツも登場！

京都鉄道博物館 NEWS RELEASE

おかげさまで５周年

開館５周年記念イベント等のおしらせ

京都鉄道博物館は、2016年４月29日のグランドオープンからまもなく５周年を迎えます。
これまでのご愛顧に感謝し、記念セレモニーや記念イベント等を開催します。
※新型コロナウイルスの感染症拡大の状況によっては予定を変更する場合がございます。

４月29日(木・祝)からスタート！！
※イベントによって開催日が異なります。ご注意ください。
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▲館長
三浦英之

▲大瀬戸千嶋 ▲公式キャラクター
ウメテツ

【開 催 日】 ４月29日(木・祝)
【開催時間】 10：30～11：00
【開催場所】 扇形車庫内12番線付近
【内 容】 ①館長(三浦英之)によるご挨拶

②５周年記念ヘッドマークお披露目
③インストゥルメンタルユニット
「大瀬戸千嶋」による演奏

【開 催 日】 ４月29日(木・祝)
【開催時刻】 ①13：00

②14：45
※所要時間各回約45分

【開催場所】 扇形車庫内12番線付近
【内 容】 当館イメージソング「軌条の彼方」を

はじめとした演奏をお楽しみいただけ
ます。

▲過去に開催した様子

扇形車庫いっぱいに響きわたる音色を！

２．５th Anniversary LIVE! with 大瀬戸千嶋



▲画像はイメージ

▲公式キャラクターウメテツ

５周年記念の特別ロゴが入ったオリジナル硬券！

【配 布 日】 ４月29日(木・祝)～無くなり次第終了
【配布場所】 エントランス(ご入館時の改札口)
【配布枚数】 20,000枚
【対 象 者】 有料入館のお客様(３歳以上)１名につき１枚の

お渡しとなります。

皆さまの愛を受けてここまで来た道のりを辿ります

【開 催 日】 ４月29日(木・祝)～５月９日(日)
【開催時間】 開館時間中
【開催場所】 本館２F キッズパーク前
【内 容】 開館から５年分のセレモニー、企画展、イベン

ト等の映像をモニターでお楽しみいただけます。

公式キャラクター「ウメテツ」がお客様をお出迎え

【開 催 日】 ５月１日(土)・２日(日)
【開催時刻】 ①11：00 ②14：00 ③15：00

※各回約10分
【開催場所】 本館１F ３車両前
【注意事項】 ・感染症予防対策のため、館内での見学時と同様、

撮影時もマスク着用にご協力お願いします。
・ウメテツの立ち位置は固定させていただくため、
接近しての撮影はできません。

３. ５周年記念硬券配布

４．京都鉄道博物館 ５年のあゆみ

５．ウメテツグリーティング 写真撮影会

公式SNS投稿企画

【募集期間】 ４月13日(火)～22日(木)
【募集媒体】 当館公式Facebook・Twitter
【テ ー マ】 あなたのお気に入りの「京都鉄博」

「入館した時には絶対に見学する展示！」
「写真を撮るならココがおすすめ！」等、
お気に入りポイントを教えてください。

【参加方法】 ＜Facebookご利用の方＞
４月13日(火)に募集の投稿しますので、
コメント欄にご記入ください。
<Twitterご利用の方＞
４月13日(火)に募集の投稿しますので、リプライ
または ＃お気に入り京都鉄博 で投稿をお願いします。

※皆さまのお気に入りポイントは４月27日(火)、Facebook・Twitterでご紹介します。

６．あなたのお気に入りの「京都鉄博」を教えて！

▲エントランスでお客様を迎える３両



お子様に大人気！出発進行！ ※3月15日(月)に発表した開催日を変更しました。予めご了承ください。

【開 催 日】 ４月30日(金)
【開催場所】 プロムナード横 ミニ列車のりば
【開催時間】 10：30～16：30(12:00～13：30除く)
【参 加 料】 無料 ※要入館料
【参加方法】 開催場所までお越しください。

※随時運転します。
※雨天時は中止します。

７．５周年記念ヘッドマークの掲出

初公開！ついに開けちゃいます！

【開催日時】

各回約20分

【開催場所】 本館１F 100系新幹線電車前
※開催時間中は一部のエリアの立入りを制限します。

【内 容】 本館１Fで展示している100系新幹線電車(122形5003
号車)の「鼻」(連結器カバー)を、取外し、取付け
る様子をご覧いただけます♪

８．蒸気機関車を載せて転車台回転展示

▲プロムナードのC62形26号機(左)
SLスチーム号(右)

▲画像はイメージ

蒸気機関車を360°ぐるっと見学！

【開 催 日】 ５月５日(水・祝)・８日(土)・９日(日)
【開催時刻】 ①11：15 ②13：15 ③15：15

各回約10分
【内 容】 蒸気機関車を解説とともに360°ぐるっとお楽しみ

ください。
転車台回転する蒸気機関車は以下のとおり
５月５日(水) 7100形7105号機(「義経」号)
５月８日(土)・９日(日) 8620形8630号機
※使用する蒸気機関車は変更する場合がございます。

９．新幹線の「鼻」開けます！

▲画像はイメージ

10. ミニSL運転会！！

５周年記念ヘッドマークはここで見られる！

【内 容】 館内の蒸気機関車に５周年記念ヘッドマー
クを取り付けます。

【掲出場所・掲出期間】
①SLスチーム号…４月29日(木・祝)～５月31日(月)
②プロムナード(C62形26号機)…４月29日(木・祝)

～５月７日(金)
③転車台回転(8620形8630号機)…５月８日(土)・９日(日)

▲本物と同じ仕組みで動く！

10：30～ 16：00～

５月１日(土) 取外し 取付け

５月２日(日) 取外し 取付け



11．ぬり絵のヘッドマークを付けて「義経」号で記念撮影♪

５周年記念グッズも登場！

【販売開始】 ４月29日(木・祝)
【販売場所】 ミュージアムショップ(旧二条駅舎内)
【営業時間】 10：00～17：00

※店内の混雑緩和のため、お客様の入店を制限する場合がございます。
※入館券をお持ちでないお客様もご利用いただけます。

13．５周年記念グッズ販売(全20種類！)

JETSTREAM多機能ペン4＋1
1,760円(税込)

５周年記念蒔絵シール
(トワイライトエクスプレス 他２種)
各550円(税込)

タッチ アンド ゴー
880円(税込)

※画像はイメージ

アクリル
ボールチェーン
605円(税込)

スペシャル企画！

【開 催 日】 ４月29日(木・祝)
【開催時間】 10：00～17：00(16:00受付終了予定)
【開催場所】 第２検修庫

※都合により変更する場合がございます。
【対象年齢】 小学生以下
【内 容】 お子さまにぬり絵をお楽しみいただいたあと、

7100形7105号機(「義経」号) のヘッドマーク
取り付け部分に掲出し、記念撮影をお楽しみい
ただけます。

▲7100形7105号機(「義経」号)

12．蒸気機関車(8620形8630号機) + 旧型客車(オハ46形13号車) 展示

見たかった！この姿！

【開 催 日】 ５月３日(月・祝)・４日(火・祝)
【開催時間】 開館時間中
【開催場所】 SLのりば付近
【内 容】 蒸気機関車 8620形8630号機とオハ46形13号車を連結して展示します。

▲オハ46形13号車
1955(昭和30)年に製造された３等客
車です。

▲8620形8630号機
本格的に量産された日本初の旅客用蒸気
機関車で1914(大正３)年の製造です。

ICカード専用の
パスケース♪



15．５周年記念グッズ付き入館券の発売

京都鉄博が大好きなお子さまにパスポート登場！

【販売開始】 ４月29日(木・祝)
【販売時間】 10:00～16:30（最終受付16:20）

※４月29日～５月９日の期間は11:00からの販売開始となります。
【販売箇所】 本館１F インフォメーション
【販売価格】 小中学生：1,000円 / 幼児：400円(３歳以上) ※税込
【有効期間】 2022年３月31日(木)まで

※半年ごとに設定します。
(例)４月29日～９月30日までに購入の方は翌年３月31日まで有効

10月１日～３月31日までに購入の方は同年９月30日まで有効
【特 典】 ・購入から最長１年間の入館料金無料

・会員証の発行(顔写真入り)
・同伴者２名様まで入館料金が２割引
・SLスチーム号体験乗車１回無料(～９月30日販売分のみ！)
※専用ホルダーも別途販売(２種類・各1,000円(税込))

ご来館のお客様へ
・新型コロナウイルス感染症対策のため、閉鎖を継続している場所がございます。
・検温、マスク着用、手指のアルコール消毒等のご協力をお願いいたします。
・「京都市新型コロナあんしん追跡サービス」を導入しています。厚生労働省アプリと合わせ
て、来館時に、ＱＲコードより登録をお願いします。
※詳細は当館公式ＨＰをご覧ください。

14．ウメテツパスポート発売

▲ウメテツパスポートと

専用ホルダーの例
※画像はイメージ

セブンチケット限定！大好評のグッズ付き入館券発売！

【販売箇所】 全国のセブン-イレブン (店頭のマルチコピー機またはセブンチケットサイトでお買い求め
ください。 ※セブンチケット http://7ticket.jp/)

【販売期間】 ４月29日(木・祝)午前０：00～６月29日(火)16：15まで
※引換は京都鉄道博物館出口にて、４月29日(木・祝)10：00より開始。

【販売数量】 500枚限定 ※売切次第、終了します。
【販売価格】

※大学生・高校生(専門学校・短期大学・高専を含みます)・中学生の方は、ご入館の際に
学生証のご提示が必要です。
※グッズ引換券は、期間中１回に限り有効です。

【内 容】 開館５周年記念のロゴをモチーフにしたマグネット ２枚１組をご用意しました！数量
限定ですので、お見逃しなく！

入館券とセットで
購入する場合の料金 一般

大学生
高校生

中学生
小学生 幼児(３歳以上)

発売価格 1,800円 1,600円 1,100円 800円

ヘッドマーク風マグネット(直径約8.6cm/７㎝)
※２枚１組での販売です。
※画像はイメージです。

http://7ticket.jp/

