
 

 

MEITETSU NEWS RELEASE 

以 上 

3年ぶりに「第 14回 名鉄でんしゃまつり」を開催します 
 

名古屋鉄道は、舞木検査場（岡崎市舞木町）において、家族向け鉄道イベントとして「第 14 回 

名鉄でんしゃまつり」を 4月 23日（土）に開催します。 

本イベントは、日頃から名鉄電車をご利用いただいているお客さまのご愛顧に感謝するとと

もに、多くの子どもたちに名鉄ファンとなっていただくために開催するもので、2019 年 5 月以

来、約 3 年ぶりの開催となります。イベントでは、普段ご覧いただけない検査場内において、

「36トンクレーン電車つり上げ作業実演」や「電車とつな引き」などのプログラムを多数実施する

ほか、引退しても根強い人気を持つ「7000 系パノラマカー」をはじめとする静態保存された往

年の名車もご覧いただけます。 

 

なお、本イベントにご参加いただくには、インターネットからの事前応募、ならびに「でんしゃ

まつりきっぷ」のご購入が必要です。 

また、当社の株主様に当社事業への理解をより深めていただくことを目的として、当社株式

を長期間（3 年以上）かつ 100 株以上保有する株主様を特別にご招待します。いずれも応募者

多数の場合は抽選となります。 

詳細は下記のとおりです。 
 

 

記 
 
1．日 時  4月 23日（土） 10時～15時  

※雨天決行（荒天の場合は中止） 
 

 

2．会   場  舞木検査場（岡崎市舞木町字寺前 11の 1） 
 

 

3．募集人数 2,200名（うち、長期保有株主様 300名をご招待） 

※いずれも応募者多数の場合抽選 
 

 

4．入 場 料   一般募集枠  …「でんしゃまつりきっぷ」ご購入代 
株主様招待枠…無料 （交通費はご負担ください。） 

 

 

5．応募方法   事前申込制（当社ホームページにて受付） 
 

           ※イベント内容は別紙①を、応募資格等の詳細は別紙②をご覧ください。 

 

6．そ の 他   ・本イベントは、各種感染症対策を実施した上で開催します。 

  ・37.5 度以上の発熱がある方を含むご家族はご参加をお断りする場合が 

あります。 

・ご参加にはマスクの着用を必須条件とします。 

・新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が発出されている場合 

など、感染症の拡大状況によっては、イベントを中止します。 

 
       お客さまからのお問合せ先 （平日 10時～17時） 

    「でんしゃまつり」の内容について：名古屋鉄道営業部（tel:052-825-3111） 
株 主 様 ご 招 待 に つ い て：名古屋鉄道総務部（tel:052-588-0816）  

「電車とつな引き」の様子 

22-03-17 



 

 

※各イベント内容は都合により変更および中止とさせていただく場合があります。 

 

【整理券の配付について】 

「電車とつな引き」「飲食コーナー（社員食堂）」は当日配付する整理券が必要です。 

各イベントの整理券配付箇所および配付時間は「でんしゃまつりきっぷ購入証」もしくは、「入場証」をご覧ください。 
 

 

 イベント名 内容 実施時間 

見
学
・実
演
コ
ー
ナ
ー 

はたらく車両 

「プラッサーマルタイ」実演 

線路の保守を行う大型保守作業車両「プラッサーマルタイ」に

よる保線作業を実演します。 

(1)10時 30分～ 

(2)11時 30分～ 

(3)13時 00分～ 

(4)14時 00分～ 

はたらく車両 

「EL120形」展示 

2015年にデビューした、道床砕石やレール運搬用の貨物を牽

引する車両「EL120形」を展示します。 
10時～15時 

ミュースカイ前面扉開閉実演 ミュースカイ前面扉の開閉実演を実施します。 

(1)11時～ 

(2)12時～ 

(3)13時 45分～ 

36 トンクレーン 

電車つり上げ作業実演 
36 トンクレーンによる車体つり上げ作業の実演を実施します。 

(1)10時 15分～ 

(2)11時 15分～ 

(3)13時 00分～ 

(4)14時 00分～ 

架線点検用軌陸車動作実演 
架線の保守を行う架線点検用軌陸車の線路上への移動実演

を実施します。 

(1)10時 40分～ 

(2)11時 40分～ 

(3)13時 25分～ 

車両展示① 

 「7000系パノラマカー」 

1961 年（昭和 36 年）デビュー当時の「フェニックスエンブレム」

が取り付けられた 7000系の外観見学ができます。 
10時～15時 

車両展示②  

「往年の名車に逢う」 

3400 系「いもむし」の外観見学、および 5500 系・8800 系「パノ

ラマ DX」の前面部分の外観見学ができます。 
10時～15時 

 

体
験
コ
ー
ナ
ー
（※
一
部
小
学
生
以
下
限
定
） 

電車とつな引き 

※小学生以下限定 

電車とお子さまによるつな引きを行います。 

※各回 80名（整理券が必要です。） 

(1)10時 35分～ 

(2)11時 35分～ 

(3)13時 20分～ 

駅員さんになりきろう！ 

※小学生以下限定 

名鉄係員の制服（上衣と制帽）を身に着けて、車両をバックにした

写真撮影ができます。 
10時～14時 30分 

電車のドア開閉体験 車掌スイッチによる電車のドア開閉の操作体験ができます。 10時～15時 

電車の運転席に座ってみよう！ 

※小学生以下限定 
実際に運転席に座って写真撮影ができます。 10時～14時 30分 

パンタグラフ操作体験 パンタグラフの昇降操作の体験ができます。 10時～15時 

【NEW】 

人気車両はどれだ！ 

車両パネル展示 

名鉄電車の人気投票を実施します。 10時～15時 

【NEW】 

オリジナルスタンプ制作体験 

名鉄電車のイラストとお好きなフレーズを組み合わせて 

あなただけのオリジナルスタンプを制作できます。 
10時～15時 

Ｐ
Ｒ
コ
ー
ナ
ー 

「エコモビ」PR コーナー 
環境にやさしい交通行動「エコモビリティライフ」について 

紹介します。 
10時～15時 

名鉄バス PR コーナー 

バス運転士なりきり帽子（お子さま用）を付けて記念撮影ができ

ます。撮影されたお子さまにプレゼントを進呈します。 

※プレゼントの数に限りがあります。 

10時～15時 

エコクイズラリー 

「検査場でエコを探そう！」 

検査場内の各箇所で「エコ」に関するクイズを出題します。 

クイズに全て正解された方にはプレゼントを進呈します。 

※プレゼントの数に限りがあります。 

10時～15時 

そ
の
他 

鉄道グッズ販売コーナー 各種鉄道関連グッズの販売を行います。 10時～15時 

飲食コーナー 

屋外にて、名鉄グループ各社がご用意した軽食や飲料の販売

を行います。 

また、社員食堂も開放します。（整理券が必要です。45分入替制） 

10時～14時 30分 

別 紙①（イベント内容・アクセス） 



＜注意事項＞ 

＊ 会場および会場周辺には駐車場はございません。お車でのご来場は固くお断りいたします。会場付近や路上への駐

車は、近隣住民の方のご迷惑になりますので、絶対にお止めください。 

＊ 検査場内には危険な箇所もございますので、係員の指示に従っていただき、指定された区域でお楽しみください。 

＊ 例年迷子が多くなっております。保護者の方は、お子さまから目を離さないようお願いします。 

＊ イベントで使用する車両は、検査中のため色落ち等がある場合があります。 

＊ 会場には汚れても良い服装やスニーカーでお越しください。サンダル等（クロックスサンダルを含む）はご遠慮ください。 

＊ 各イベントの混雑状況によっては、参加人数を制限させていただく場合があります。 

＊ 帽子の着用やこまめな水分補給などにより熱中症の予防に心がけてください。 

＊ カメラ・筆記用具等は、各自でご持参ください。 

＊ 会場内へのペットの持ち込みはお断りいたします。 

＊ 会場内へのアルコール類の持ち込み、飲酒は禁止です。 

＊ ゴミはお持ち帰りください。 

＊ 会場内外での事故や貴重品の盗難・紛失等の責任は一切負いかねますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセス  

名古屋本線 本宿駅から無料シャトルバスで約 10分 

＜無料シャトルバス運行時間（随時発車）＞ 

・本宿駅発    9時 40分～13時 00分 

・舞木検査場発 12時 00分～15時 10分 
※シャトルバスは上記の時間帯に随時運行します。バスの運行開始時間前や、混雑状況によってはご乗車をお待ちいただく場合があり

ますので、ご了承ください。 

7000形 パノラマカー プラッサーマルタイ 



  一般募集（1,900名） 長期保有株主様募集（300名） 

1．応募資格 

①小学生以下のお子さまと成人の保護者を含む 1組 6名以内であること。 

 
 
 
 
 

 

②名古屋鉄道(証券コード:9048)の株式を、
3 年以上同一名義で 100 株以上所有す
る株主様（※）が、①のうち 1 名以上含まれ
ること。 

  ※2019年 3月 31日以降の全ての基準日におい

て株主様であること。 

（保有期間等のご所有状況は、お取引のある証券会社

にお尋ねください。） 

2．応募方法 

パソコン・スマートフォンより、名鉄 HP 内の「ご参加申し込みページ」にアクセスし
ていただき、必要事項（入場希望人数、代表者の郵便番号・住所・氏名・年代・電
話番号等）をご入力の上お申込みください。 
※スマートフォン以外の携帯電話からはお申込みいただけません。 

※同一のグループにより複数回ご応募いただいた場合でも、1 件のお申し込みとして取り扱いま

す。また、はがきによるご応募は受け付けておりません。 

3．応募締切 4月 4日（月）17：00 まで 

4．当選発表 

応募者多数の場合は抽選の上、
「でんしゃまつりきっぷ購入証」（当選
ハガキ）の発送をもって当選者の発
表に代えさせていただきます。 
「でんしゃまつりきっぷ購入証」は 4
月 8 日（金）頃までの発送を予定し
ております。  
※イベント会場への入場には、「でんしゃま

つりきっぷ購入証」と、「でんしゃまつりきっ

ぷ」付属の「でんしゃまつり入場券＆オリジ

ナルグッズ引換券」が必要です。 

応募多数の場合は抽選の上、「入場証」（当
選ハガキ）の発送をもって当選者の発表に代
えさせていただきます。 
「入場証」は 4 月 8 日（金）頃までの発送を
予定しております。 
 

 

※イベント会場への入場には、「入場証」が必要で

す。当選されていても、「入場証」が無い場合は入場

することができません。 

5．その他 - 当日受付にて粗品を進呈いたします。 

 
「でんしゃまつりきっぷ」のご案内 

1.発売期間 

  4月 16日（土）～23日（土） 

2.設 定 日 

  4月 23日（土） 

3.発売箇所 

  名鉄出札係員配置駅（弥富、赤池駅を除く）名鉄名古屋駅サービスセンター、名鉄観光サービス 7  

  支店（豊橋支店、東岡崎駅旅行センター、刈谷支店、名古屋伏見支店、 一宮支店、名駅地下支店、名鉄岐阜駅旅行センター） 

  ※きっぷのご購入には、「でんしゃまつりきっぷ購入証」または、でんしゃまつりの「入場証」が必要です。 

4.主な駅からの発売金額 

  名鉄名古屋駅から  大人 2,490円、小児 1,250円 

  名鉄岐阜駅から   大人 3,330円、小児 1,680円 

  東岡崎から      大人 1,440円、小児 720円 
  

5.内 容 

 名鉄各駅から本宿駅までの往復割引乗車券に、「でんしゃまつり入場券＆オリジナルグッズ引換券」、「グッズ専

用割引クーポン（大人 1,000円分、小児 500円分）」をセットにしたもの。 
※引換券およびクーポンは、開催当日の会場内のみ有効です。 

 

 

 

別 紙②（応募方法） 


