
ポルトガル国立鉄道博物館はヨーロッパでも屈指の鉄道遺産コレクション展示を通
じて、160年間にわたるポルトガルの鉄道の歴史をご紹介しています―所蔵展示品数
は約36,000点にものぼります！最初の蒸気機関車から未来の鉄道輸送まで、時ととも
に移り変わる鉄道の変遷をご覧いただけます。

当館では楽しい議論や知識を共有することで、総合的な
鉄道経験をご提供しています。ポルトガルの文化遺産、
ならびに鉄道輸送の歴史的、象徴的、技術的な役割につ
いて詳しくお知りになりたいすべてのお客様を歓迎い
たします。

鉄道システムは、新しい土地への扉を開き、都市をつくり
出してきました。また、コミュニティ同士をつなげ、新しい
需要とニーズを生み出し維持することで、世界の捉え方を
変えてきました。国立鉄道博物館はポルトガル国境を大
きく超えて、真に国際的なレベルで、ヨーロッパ史と世界
史にまつわるユニークな視点をお客様にご提供いたしま
す。過去あるいは現在、鉄道界の一翼を担っている方々や
、鉄道の世界の虜になっている方々の個人としての体験
談や、集団としての体験談は、技術、芸術、そして科学の分
野にも深く関わっています。

ようこそ
Museu Nacional Ferroviário

国立鉄道博物館はかつてのエントロンカメント鉄道施設
にあり、4.5ヘクタール（東京ドーム約1個分）の広々とした
敷地には19の鉄道線路と歴史的な建物があります。当館
では、かつての駅、鉄道学校、線路の建設と補修に関する
展示に加え、医療、ホテル、鉄道模型製作にいたるまで、さ
まざまな展示をご堪能いただくことができます。昔の機関
車、客車、特別客車、貨車はもちろんのこと、ポルトガルの
遺産である王室専用ロイヤルトレインや大統領専用列車
など、貴重な展示もお楽しみいただけます。

新しいサービスやアクティビティも随時考案されていま
すので、いつでもお客様のニーズやご期待に応えること
ができます。当館の線路に沿ってクワッドバイクをご体
験いただけるほか、ミニトレイン乗車もお楽しみいただ
けます。

ポルトガル国立鉄道博物館には見どころがたくさんあり
ます。ここではご紹介しきれなかった展示やアトラクショ
ンも是非お楽しみください

ここはあなたのための博物館、すべて
の方にお楽しみいただける博物館。
見逃したくないユニークな体験。

メンバーシップカード（1年間に何度でも入館できます）

大人 (**)

5歳以下

6～18歳 (**)

シニア（65歳以上）(**)

現在失業中のお客様 (*)

お身体の不自由なお客様の介護者

ファミリーチケット（大人2名 + 子供2名）

学校団体向けチケット（ガイド付きツアーなし） – 最大15名まで

学生および引率の教職員 (***)

ガイド付きツアー – 最大20名まで (**)

大人

5歳以下

6～18歳

学生および引率の教職員 (***)

ファミリーチケット（大人2名 + 子供2名）

シニア（65歳以上）

有用な情報

開館時間
電話番号：+351 249 130 382

お問い合わせ先

Eメール：museu@fmnf.pt

ご来館の予約：servicoaocliente@fmnf.pt

料金表

入館無料となる場合 （事前のリクエスト、または証明書の提示が必要となります）
国際博物館の日 – 5月18日

正規雇用ジャーナリスト

20ユーロ
5ユーロ
無料

2.5ユーロ
3.5ユーロ

2ユーロ
半額

12ユーロ

1.5ユーロ

6ユーロ
2ユーロ
3ユーロ
3ユーロ

15ユーロ
4ユーロ

(*) 証明書の提示が必要となります（個人または団体）
(**) 事前に購入した同じ種類の複数のチケットに割引が適用されます 

(***) 学生10名ごとに、教職員1名が無料でご入館いただけます

火曜日～日曜日：午前10時～午後16時
ご入館は午後15時までと

1月1日、イースターの日曜日、5月1日、12月
25日は休館日となります。

博物館学や遺産保護分野の正規研究者、保存・修復管理者、またはその他の専門家

RNAAT（全国観光娯楽代理店登録）の登録証明書を提示できる観光の専門家

25～50枚のチケット - 10%
51～100枚のチケット - 15%
101枚以上のチケット - 20%

有用な情報

国立鉄道博物館
エントロンカメント鉄道施設
Rua Eng. Ferreira de Mesquita Nº1 A
Estrada Nacional nº3
2330-152 Entroncamento
Portugal

交通アクセス

取得する方法

電車でのアクセス 車でのアクセス

Google Maps
検索する “Museu Nacional Ferroviário”

座標：39.464288, -8.474394

知っていますか...

コレクションは約36,000で構成されています
オブジェクト、多くは重量と体積
かなり、そしていくつかに挿入されます
材料からの範囲のカテゴリ
関税と発券に現在。

リスボンとバレンサ間にあるエントロンカメント
駅で下車してください。駅のホームから歩道橋を
渡ると、博物館の正面入り口（Rua Eng.º Ferreira 
de Mesquita通り）がございます（線路の西側に
なります）。

A1経由でお越しの場合は、「Entroncamento」の
標識に従って、Torres Novas / Castelo Branco方
面のA23に乗り換えてください。

A23ではTorres Novas / Castelo Branco方面に進
み、「Entroncamento Norte」という標識のある
出口で降りたら、市内中心部に向かい、「Museu 
Nacional Ferroviário」の標識に従ってお進みく
ださい。
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アクセシビリティへの配慮 

当館のマップは、フロントで配布しております。

アクセシブル駐車スペース

Rua Eng.º Ferreira de Mesquita 通りに面した当館の入り口前に、
お身体の不自由なお客様用駐車スペース1つを無料でご提供し
ています。

アクセシブルルート

当館の周辺経路は、ヨーロッパのアクセシビリティ基準に準拠し
ています。そのため、車椅子やベビーカーをご利用のお客様
が簡単にアクセスできるよう、スロープやエレベーター
が備えられています。ただし、国立鉄道博物館の固有の性質により、
いくつかの物理的な障害物が、特定の場所でのアクセシビリテ
ィに影響を与える可能性があります。たとえば線路や、
段差のある展示物などです。このため、一時的または永続的にお身体が
不自由なお客様が特別にご利用いただける経路もご用意しております。

アクセシブルトイレと赤ちゃん用おむつ交換台

国立鉄道博物館では、すべての建物にバリアフリーのトイレを
設置しています。これらのアクセシブルトイレには、赤ちゃん
用おむつ交換台も備えつけられています。

車椅子の貸出

国立鉄道博物館では車椅子の貸出がございます。
受付でお申し込みください。車椅子が必要なお客様で、
すでに受付から離れてしまっている場合には、スタッフにお申
し付けください。車椅子をご用意いたします。

プラットフォームリフト

ロイヤルトレイン内へアクセスするためのプラットフォームリ
フトが設置されています。このプラットフォームは、
お客様が他の車両の内部もご覧になれるように移動す
ることもできます。プラットフォームリフトへのアクセスにつ
いては、当館のスタッフにお尋ねください。

エレベーター

国立鉄道博物館にはエレベーターが設置されており、
列車13の1階から2階にアクセスすることができます。
このエレベーターは、アクセシビリティ基準を満たしていますから、
車椅子の方もご利用できます。エレベーターには警報ブザー
がついており、コントロールパネルは下部に配置されていますから、
背の低いお客様や車椅子のお客様もご利用いただけます。

補助犬をお連れの場合

国立鉄道博物館は、補助犬と一緒にご入館いただけます。
補助犬用の給水所も表示されています。

視覚障がいをお持ちのお客様

クロークルーム

国立鉄道博物館では、受付の隣にクロークルームがございます。

国立鉄道博物館では、ポルトガル語、英語、スペイン語、
フランス語の音声ガイドをご用意しております。

当館では、わかりやすい音声ガイドをご用意しております。

有用な情報

当館のスタッフが、ご来館の際にサポートいたします。

ご来館時には、実際の見学に備えて館内紹介のビデオをご
覧いただけます。館内紹介ビデオは受付の左側の部屋で上
映しております。ビデオはポルトガル語で、ポルトガル語と
英語の字幕が付いており、国際手話にも翻訳されています

エントロンカメント駅まで電車でお越しのお身体の不自由なお
客様は、駅から当館の入り口まで、スタッフが同行いたします。こ
のサービスは、ご来館前に事前予約された場合のみご利用可能
です。

ご来館の予約は、servicoaocliente@fmnf.ptまでお問
い合わせください。

アクセシブルルートのマップをダウンロード 
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