トヨタ会館

TOYOTA KAIKAN MUSEUM

■ 開館時間 ▷ ９：30〜17：00
■ 休館日 ▷ 日曜日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季連休等
■ 入館料 ▷ 無料
■ 駐車場（無料）▷ 乗用車 約800台、大型バス 約13台
■ 貸し出し用車椅子・ベビーカー ▷ 各3台（館内利用のみ、受付にて貸出）

ようこそ、トヨタ自 動 車 へ
トヨタは世界中の人たちが幸せになるモノやサービスを

Museum Hours ▷ 9:30 a.m.–5:00 p.m.
Closed ▷ Sundays, during the New Year’s holiday, Golden Week, and summer vacation period
Fee ▷ Free
Parking (free) ▷ Approximately 800 spaces for passenger cars and approximately 13 spaces for large buses
Several wheelchairs and strollers are available for use by visitors (only inside the museum).
Please inquire at the reception desk.

提供すること、
「幸せを量産すること」を使命とし、創業
以来様々な事業活動・社会貢献活動を行っています。
1977年11月、会社設立40周年を記念して建てられた

【お問い合わせ窓口】 Visitor Inquiries

トヨタ会館では、そんなトヨタのクルマづくりに関する

〒471- 8571 愛知県豊田市トヨタ町１番地
1 Toyota-cho, Toyota City, Aichi Prefecture 471-8571, Japan

最新技術や新型車、
トヨタが目指す「クルマを通した豊か

TEL 0565-29-3345

な社会づくり」への取組みをご紹介しています。

（受付時間：月〜土 9：00〜17：00）
(Operators are available Monday to Saturday, 9:00 a.m. to 5:00 p.m.)
詳しくはホームページへ For further details, please visit our website.

トヨタ会館

TOYOTA KAIKAN MUSEUM

Welcome to TOYOTA

Use the following QR code to ﬁnd out the latest information.

見学ツアーを行います。
スタッフならではの視点でご紹介

館内に3ヶ所あるスタンプを重ねて押すと、すてきな絵が浮かび上がります。

トヨタ会館のスタッフによる館内

来場記念STAMP

館内見学ツアー Museum Tour

We believe that our mission is to provide goods and services that make people
throughout the world happy, in other words, to ‘produce happiness for all’.
Since its founding, Toyota has worked to contribute to the sustainability of
our society and planet through its business and corporate citizenship activities.

■ 実施日 ▷ 月〜土曜日
■ 集合時間 ▷ 10：10
■ 所要時間 ▷ 約30分
■ 料金 ▷ 無料
■ 定員 ▷ 先着20名
■ 集合場所 ▷ 正面受付横（直接集合場所までお越しください）
Date ▷ Monday to Saturday
Time ▷ 10:10 a.m.
Duration ▷ Approximately 30 minutes
Fee ▷ Free
Capacity ▷ A maximum of 20 people, on a ﬁrst-come ﬁrst-serve basis
Place ▷ Next to the reception desk (Please make your own way to the meeting place.)

公式Twitterと
Instagramも更新中！
Explore on Twitter or Instagram!

@toyota_kaikan

♯トヨタ会館

♯toyotakaikanmuseum

2021.07

矢印の方向へ差し込んでください。 start collecting stamps.

Let museum staff take you on a tour of
TOYOTA KAIKAN MUSEUM. Staff introduce
the key exhibits from a unique, insider’s
perspective.

Follow the direction of the arrow to

する、ポイントガイドです。

If you collect in order the ink stamps from their three different locations, you can make a beautiful illustration.

TOYOTA KAIKAN MUSUEM was set up in November 1977 to commemorate
Toyota’s 40th anniversary. This museum introduces our initiatives to enrich society
through automobiles, including cutting-edge technologies and the latest cars.

トヨタ会 館 で
見 よう 、知 ろう 、
体 験しよう 。
Look, experience and learn at
TOYOTA KAIKAN MUSEUM

館内ガイド
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Museum Guide

※体験・展示内容は予告なく休止・変更する場合がございます。

ミュージアムショップ
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＊Exhibits and experiences are subject to change without notice.

1 環境と感動

Eco and Emotion

地球にやさしい様々な電動車の 普及 を通じて、
環境問題の解決を目指すトヨタの取組みをご紹介。

2 安全と自由

Museum Shop

Exhibits for children

Please feel free to take photos inside the museum.

トヨタのオリジナル

クルマの仕組みやトヨタのクルマづく

グッズやミニカーな

りについて分かりやすくご紹介して

所要時間 約60分
Duration; 60 min.

Safety and Freedom

交通事故死傷者ゼロの実現を目指すトヨタの取組みをご紹介。
Find out about Toyota’s approaches to achive a world free of traffic casualties.

Learn about Toyota’s approaches to address environmental issues through the widespread use of
various types of electriﬁed vehicles.
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ど自動車関連商品を
取り揃えています。

4 企業と社会

トヨタ会館人気商品をチェック！
Popular items at TOYOTA KAIKAN MUSEUM

Company and Society

トヨタが目指す「もっといいクルマ」
「いい町、いい社会」づくりをご紹介。
Get more information on Toyota’s efforts for “ever-better cars” and “community enrichment”.
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います。

5 車両ショールーム

Showroom

トヨタ・レクサス・GR（GAZOO Racing）の最新の車をご紹介。
See some of the latest Toyota / Lexus models and TOYOTA GAZOO Racing activities.

この木はトヨタです

セーフティ
シュミレーター

This tree symbolizes Toyota’s mission
and activities

Safety simulator

中央にある木のモニュメントは

トヨタの最新の安全

体験
！
しよう

小学生向け クルマ教室

館内撮影自由

トヨタが大切にしている価値観

機能を体験してみて

やビジョンを表現しています。

ください。

新型車両が大集合
Toyota’s newest cars

燃料電池自動車
「MIRAI」

衝突安全カットボディ

トヨタの社会貢献活動

トヨタの新型車両をぜひ

Passive safety cutaway body

Toyota’s social contribution activities

見に来てください。

万が一の事故の際、あなた

誰もが参加できる社会の実現を目指して。

を守るためのトヨタの工夫

世界各地での活動を映像でご紹介。

をご紹介。

トヨダAA型乗用車 1/8模型

FCEV “MIRAI”
水素で作った電気で走るMIRAI。

自動運転

地球にやさしい理由をみつけて

Automated driving video

創業者の喜一郎が1936年に完成

ください。

トヨタの自動運転の考え方と高速道路での走行試験の様子をご覧ください。

させたトヨタ初の量産乗用車。

モリゾウ（豊田社長）が
使用したシューズ

Toyoda Model AA (passenger car)

Shoes worn by Master Driver Morizo
(the racing pseudonym of President Akio Toyoda)

プラグインハイブリッド車
PHEV
自 宅でも気 軽に充 電 可 能な

3 生産と創造

Production and Creation

PHEV。HEVとバッテリーの
大きさを比べて見てください。

クルマをつくるための知恵と工夫を生産工程と共にご紹介。
Discover Toyota’s wisdom and ingenuity to produce cars along with the vehicle
production processes.

迫力の生産工程

エコロボ

ご飲食スペースについて Food and drinks inside the museum

Eco-robots

展示場内でのお食事はご遠慮頂いております。

溶接ラインで実際に使

お飲み物については、お気軽にスタッフまでお尋ねください。

われているロボットが

No food is allowed in this museum. Please ask our staff where you can enjoy refreshments.

環 境にやさしい 工 場
の取り組みをご紹介。

皆様へお願い Requests to visitors

電気自動車

Production Processes

BEV

クルマの生産工程で

トヨタ生産方式（TPS）

超小型で環境にやさしい2人乗り

あるプレス・溶接・

Toyota Production System

●他のお客様の迷惑となるような行為はお控えください。

タイプの電気自動車です。

塗装・組立・検査工

自働化とジャストインタイムを2本柱としたTPSの

程をご紹介。

考え方をご紹介。

・Please keep an eye on your children at all times.
・For your safety, please refrain from visiting the museum after consuming alcohol.
・Please be considerate to other visitors at all times.

●小さなお子様からは目を離さないよう十分注意してご見学ください。
●お酒に酔った状態でのご見学は安全上ご遠慮いただいております。

