
国産初小型ジェット機から、トヨタ・ノリタケのモノづくりを体感しませんか？

8：15 名古屋駅高島屋エスカレーター前 集合

電車 名鉄名古屋 8：29発 (鵜沼行き) ⇒ 8：39着 西春(にしはる) バスへ乗り換え
名鉄バス 西春 8：49発 (名古屋空港行き) ⇒  9：04着 エアポートウォーク
あいち航空ミュージアムは、エアポートウォークのバス停の反対側にはあります（徒歩数分）
※ 栄から名鉄バス、そのほかの交通機関でお越しの場合も、あいち航空ミュージアムで集合（9：30）

9：30 １２０分
〔三菱重工の工場でMRJ製造を間近に見られるチャンス〕

MRJミュージアムチェックインカウンター（あいち航空ミュージアム 2階）

10：00～11：30 MRJミュージアム見学ツアー（90分）
完全事前予約！予約時にツアー参加者の氏名と生年月日が必要です。

当日、身分証明書（免許証や保険証等）が必要！

＜あいち航空ミュージアムへ移動＞

11：30 4０分
〔過去から未来へ、空へのあこがれを育む体感型ミュージアム〕

11：30～12：10 あいち航空ミュージアム自由見学（40分）

＜トヨタ産業技術記念館へ移動＞ バス・電車で45分
名鉄バス エアポートウォーク 12：20発 (西春行き) ⇒ 12：36着 西春(にしはる)
名鉄犬山線 西春 12：54発 (東岡崎行き) ⇒ 13：05着 栄生(さこう)

栄生駅より徒歩数分

13：15 １5０分
〔繊維機械と自動車の産業・技術の変遷を展示〕

昼食（名古屋名物和風弁当1,080円：事前予約）（30分）

その後、繊維機械館を自由見学（45分）

14：45～15：30 自動車館ツアー（45分）※当日のみ受付

＜ノリタケの森へ移動＞ 徒歩10～15分

16：00 ６０分
〔陶磁器の製造工程、オールドノリタケなどを展示〕

16：00～17：00 ノリタケクラフトセンター、ノリタケミュージアム見学、
ウェルカムセンター、ノリタケの森散策、お買い物など自由見学

＜名古屋駅へ移動＞ 徒歩15分

駅へ向かう道すがら、名古屋旨いもん処「名古屋丸八食堂」で

名古屋めしもお楽しみいただけます♡

17：30~ お疲れ様でした。お気をつけてお帰りくださいませ！

基本プラン

「日本を支える中京の物作りを訪ねて」
～三菱のジェット機から豊田自動織機・ノリタケまで～

ノリタケクラフトセンター・ノリタケの森

MRJミュージアム

あいち航空ミュージアム

トヨタ産業技術記念館
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試作ボデー

MRJ見学ツアー

YS-11

オールドノリタケ



施設と工場の見学をします。

シアターでは開発・製造の舞台裏やファーストフライトのようすが見られます。
MRJの原寸大モックアップに搭乗して、フライトデッキやキャビンなどを見学できます。
そのほか、操縦室、客室、主翼と垂直尾翼の試作品実物、開発初期の木製エン
ジン、生産現場の360°映像でみる生産現場体験など、興味がそそられる展示で
いっぱいです。

機体の構造組立を行い、飛行機の形にするMRJの最終組立工場を見学します。

MRJ関連の多彩なグッズをはじめ、ここでしか買えないMRJ ミュージアムのオリジナル
グッズが揃うショップや、記念撮影にぴったりのフォトスポットがあります。

地上2階建て＋屋上階からなるフロアには、国産
初のプロペラ旅客機「YS-11」や戦前の「零式艦
上戦闘機（ゼロ戦）」など、6機実機の展示されて
います。
2階フロアには、航空史に名機100機の精密な模

型が展示、カフェからは滑走路を眺めたり、屋上階
の展望デッキのハンモックに揺られながら民間機や自
衛隊機などの離発着を間近で楽しめます。
見どころ盛りだくさんの本格的な航空ミュージアムを

お楽しみください。

三菱重工業が開発を進める国産初小型ジェット旅客機「MRJ（三菱リージョナルジェット）」の製造工程が見学でき
ます。（2017年11月開館）

「MRJミュージアム」では、10時の見学ツアーに参加します。
あいち航空ミュージアム 2階の「MRJミュージアムチェックイン
カウンター」で、ツアーの受付後にシャトルバスでMRJミュージ
アムへ移動します。 ツアー後半にミュージアムショップにより
ます。ピンバッチやトートバック、フライトキーホルダーなどの
MRJグッズが揃っています。
MRJミュージアム見学後に、
「あいち航空ミュージアム」を
見学します。

【入場料】 あいち航空ミュージアム共通観覧券

1,500円 （現地徴収）
※予約時、氏名と生年月日が必要。

当日、身分証明書を忘れないでね！

木製エンジン・パイロン
原寸大モックアップ

見学方法

見学ツアー（90分）

最終組立工場見学（約20分）

展示施設見学（約60分）

MRJ MUSEUM

フォトスポット

ショップ・フォトスポットなど（約10分）

零戦

あいち航空ミュージアム

組立エリア

尾翼・フライトキーホルダー

ミュージアム入り口 2



トヨタの基幹産業である繊維機械と自動車技術の変遷を通して日本の産業技術史を次世代へ紹介する施設です。
織機発明に一生を捧げた豊田佐吉の「研究と創造の精神」と、トヨタ自動車工業を創業して自動車の国産化に挑ん
だ長男、喜一郎の「モノづくりの大切さ」を広く社会に伝えることを基本理念に活動しています。（1994年6月開館）

① 自由見学 約60~90分
繊維機械館・自動車館の「見学推奨ルート
マップあり」（各30~60分）

※音声ガイド貸出（1台200円）

② ガイドツアー 各45分 ※ 当日申込
繊維機械館：10:00／13:30
自動車館：11:15／14:45
※基本プランは14:45のガイドツアーに参加予定

☆パートナーロボット
バイオリン演奏（5分）

＠南ロビー
【実演時間】
11:10,  13:20, 14:40, 
15:40,  16:40

繊細な指使いと腕の動きで人のように演奏できる
二足歩行型のパートナーロボットです。

ここでしか手に入らないオリジナルグッズもあります！

研究と創造の精神と
モノづくりの大切さを
次世代へ

【入場料】

区分 大人 65歳以上

一般
500円

（30名以上:400円）
無料
※身分
証明書
提示

ノリタケクラフトセ
ンター共通券

800円

開館：9:30～17:00

🚌 アクセス

・ 電車：名鉄「栄生駅」下車、徒歩３分
・ バス：名駅バスターミナル11番乗り場

なごや観光ルートバス“メーグル”乗車
「トヨタ産業技術記念館」下車（約10分）

・ タクシー: 名古屋駅から5分

＜トヨタ産業技術記念館＞
名古屋市西区則武新町4-1-35

TEL:052-551-6115

映像やオペレーター実演を見て、技術の進歩が学べます。
本物の機械をボタン操作で動かしたり、手と目と耳を総動
員してモノづくりを実感できます！

大正・昭和初期にタイムスリップ。広々
とした紡績工場の柱や梁や赤レンガの壁は大正時代のま
ま。紡ぐ・織る初期の道具から機械、現代のメカトロ装置
の繊維機械まで約100台を展示しています。

自動車工場がまるごと入ったような、延
べ7,900平方メートルの空間では、トヨタの自動車づくりを
様々な角度から紹介しています。世界のトヨタの原点がこ
こで見られます。

※クラフトセンターではボーンチャイナの製造から絵付けまで見学できます

No1 スパナスプーン＆フォーク No.2 プルバックカー

見学方法

見どころ

自動車館

繊維機械館

ミュージアムショップ

館内にある「ミュージアムカフェ」
の、「記念館プレミアムカレー」
（820円）も捨てがたい！

環状織機
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自由に見学や園内散策、お買い物をお楽しみください。

ノリタケクラフトセンター・ミュージアムに入館・・・ 約60分
クラフトセンターに入館せず、散策や買い物のみ・・・ 約45分

ノリタケの食器の他、テーブル
雑貨などコーディネートアイテ
ムも充実しています。一部ア
ウトレット品の販売もあります。

🚌 アクセス

・ 地下鉄：東山線「亀島駅」下車、徒歩5分
・ タクシー: 名古屋駅から5分
・ 徒歩: 名古屋駅桜通口側から15分、

トヨタ産業記念会館より10分

＜ノリタケの森＞
愛知県名古屋市西区則武新町3-1-36

TEL:052-561-7142

ノリタケの歴史や事業、ノリタケの森をご案内するビデオ
映像（約7分）をご覧いただけます。マスターピースコレ
クションは、昨年ショップより移動、現在はこのセンターで
ご覧になれます。

クラフトセンターは、ボーンチャイナの製造工場。生地の
製造から絵付けまで、ノリタケの技と伝統を見ることがで
きます。（入館料 500円）

ミュージアムは、明治から昭和
初期までに製造された「オールド
ノリタケ」や「画帖(デザイン画)」、
テーブルウエアが展示されています。

見学方法

見る

ウェルカムセンター

クラフトセンター・ノリタケミュージアム（有料）

買う

開館：10:00～17:00

陶磁器の美を、知る、創る

高度な開発力、技術力、芸術性によって今や世界中で愛されているノリタケブランドは、1904年（明治37年）、ノリ
タケカンパニーの前身「日本陶器合名会社」が創立、「則武」の地に近代的な設備を備えた大工場が建設されました。
2001年、その工場跡地に陶磁器に関する複合施設として、「ノリタケの森」は誕生しました。 この地で育んできたノリタケ
の技術、伝統、芸術の粋と、あたらしい夢の鼓動をご堪能ください。

散策する

赤煉瓦建築 窯 壁

園内には、ノリタケの食器で味わえる「カフェ ダイヤモンドデイズ)」が
あります。 心地よいランチタイムやカフェタイムをお過ごしください。

ノリタケスクエア名古屋

総会への出欠連絡ハガキにて、お申込みください。
MRJミュージアムが完全事前予約制のため、申込時に
氏名と生年月日が必要です。当日は身分証明書を
必ずご持参ください。忘れた場合、入館できません！
※入場料 1,500円、昼食1,080円は

現地徴収します。

【基本プラン】
MRJミュージアム・あいち航空ミュージアム
＋トヨタ（昼食）＋ノリタケ

※あいち航空ミュージアムまでの見学も可能です

「翌日企画」へのお申込みは・・・
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