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ポスター・切符・文書

資料№ B1-001 T-1 資料№ B1-002 T-2

名　称 回数券 名　称 回数券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

資料№ B1-003 T-3 資料№ B1-004 T-4

名　称 回数券 名　称 回数券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

資料№ B1-005 T-5 資料№ B1-006 T-6

名　称 回数券乗車券 名　称 乗車券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考



ポスター・切符・文書

資料№ B1-007 T-7 資料№ B1-008 T-8

名　称 乗車券 名　称 市営電車運行3周年記念乗車券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

資料№ B1-009 T-9 資料№ B1-010 T-10

名　称 市営バス創業乗車券 名　称 バス回数券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

資料№ B1-011 T-11 資料№ B1-012 T-12

名　称 バス乗車券 名　称 特別行事用往復乗車券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考



ポスター・切符・文書

資料№ B1-013 T-13 資料№ B1-014 T-14

名　称 全日本スキー選手権優待乗車券 名　称 獨逸国ヒットラー優待記念乗車券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

資料№ B1-015 T-15 資料№ B1-016 T-16

名　称 交通事業所に改組 名　称 定期券の変遷

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

資料№ B1-017 T-17 資料№ B1-018 T-18

名　称 各種乗車券 名　称 早朝割引乗車券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考



ポスター・切符・文書

資料№ B1-019 T-19 資料№ B1-020 T-20

名　称 記念乗車券 名　称 乗車券　昭和１４年から２２年

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

資料№ B1-021 T-21 資料№ B1-022 T-22

名　称 乗車券　昭和２年から１３年 名　称 雪まつり記念乗車券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

資料№ B1-023 T-23 資料№ B1-024 T-24

名　称 回数券１７種 名　称 乗車券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考



ポスター・切符・文書

資料№ B1-025 T-25 資料№ B1-026 T-26

名　称 記念乗車券 名　称 記念乗車券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

資料№ B1-027 T-27 資料№ B1-028 T-28

名　称 記念乗車券 名　称 記念乗車券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

欠番

資料№ B1-029 T-29 資料№ T-30

名　称 定期券 名　称

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考



ポスター・切符・文書

資料№ B1-031 T-31 資料№ B1-032 T-32

名　称 記念乗車券 名　称 記念乗車券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

資料№ B1-033 T-33 資料№ B1-034 T-34

名　称 記念乗車券 名　称 記念乗車券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

資料№ B1-035 T-35 資料№ B1-036 T-36

名　称 記念乗車券 名　称 記念乗車券

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考



ポスター・切符・文書

資料№ A1-003-1 T-37 資料№ A1-003-2 T-38

名　称 特許証 名　称 書類

サイズW/D/H 165 245 サイズW/D/H 195 280

備考 備考

資料№ A1-003-3 T-39 資料№ A1-003-5 T-40

名　称 名　称

サイズW/D/H 195 275 サイズW/D/H 165 245

備考 備考

資料№ A1-003-7 T-41 資料№ A1-003-9 T-42

名　称 名　称 書類

サイズW/D/H 195 275 サイズW/D/H 355 280

備考 備考



ポスター・切符・文書

資料№ A1-003-12 T-43 資料№ A1-003-13 T-44

名　称 道路使用願い 名　称 電気鉄道事業経営許可約諾所

サイズW/D/H 355 280 サイズW/D/H 355 280

備考 備考

資料№ A1-003-14 T-45 資料№ A1-003-15 T-46

名　称 電気鉄道事業経営許可申請 名　称 書類

サイズW/D/H 355 280 サイズW/D/H 195 280

備考 備考

資料№ A1-003-16 T-47 資料№ T-48

名　称 書類 名　称 電車乗務員服務心得

サイズW/D/H 175 260 サイズW/D/H 90 125

備考 備考



ポスター・切符・文書

資料№ A1-004 T-49 資料№ T-50

名　称 運転従事員心得 名　称 優待乗車証

サイズW/D/H 85 135 サイズW/D/H 80 55

備考 備考

資料№ T-51 資料№ A4-001-2 T-52

名　称 電車優待乗車証 名　称 電車系統案内図（バス）

サイズW/D/H 55 80 サイズW/D/H 645 365

備考 備考

資料№ A1-005-2 T-53 資料№ A1-002-13 T-54

名　称 信号手詰所新設図 名　称 市電案内

サイズW/D/H 500 270 サイズW/D/H 260 185

備考 備考



ポスター・切符・文書

資料№ A2-002-8 T-55 資料№ A2-002-5 T-56

名　称 市電案内 名　称 回数乗車券発売

サイズW/D/H 260 177 サイズW/D/H 545 315

備考 備考

資料№ T-57 資料№ T-58

名　称 市電鉄北線延長開通記念 名　称 ２両編成の市街電車

サイズW/D/H 200 200 サイズW/D/H 208 167

備考 備考

資料№ 市電案内 T-59 資料№ 市電鉄北線延長開通記念 T-60

名　称 名　称

サイズW/D/H 183 185 サイズW/D/H 200 200

備考 備考



ポスター・切符・文書

資料№ A2-002-2 T-61 資料№ A2-002-6 T-62

名　称 札幌市営電車バス案内 名　称 さっぽろ

サイズW/D/H 262 185 サイズW/D/H 200 160

備考 備考

資料№ T-63 資料№ A1-002-10 T-64

名　称 A800型連結電車完成記念 名　称 市電お花見案内

サイズW/D/H 260 183 サイズW/D/H 260 190

備考 備考

資料№ T-65 資料№ A2-002-7 T-66

名　称 電車乗車料金表 名　称 市営電車早廻競争規定

サイズW/D/H 173 435 サイズW/D/H 300 210

備考 備考



ポスター・切符・文書

資料№ T-67 資料№ A2-002-3 T-68

名　称 さっぽろ 名　称 電車線路略図

サイズW/D/H 180 180 サイズW/D/H 265 185

備考 備考

資料№ A2-002-9 T-69 資料№ T-70

名　称 電車自動車案内 名　称 D1000型ディーゼル動車

サイズW/D/H 195 133 サイズW/D/H 210 397

備考 備考

資料№ T-71 資料№ T-72

名　称 電車路線案内図 名　称 電車乗車料金表

サイズW/D/H 515 363 サイズW/D/H 440 175

備考 備考 2枚



ポスター・切符・文書

資料№ T-73 資料№ T-74

名　称 電車乗車料金表 名　称 電車乗車料金表

サイズW/D/H 440 175 サイズW/D/H 440 175

備考 2枚 備考 1枚

資料№ T-75 資料№ A1-001-2 T-76

名　称 市営十周年記念写真帖 名　称 助川貞二郎記念乗車券

サイズW/D/H 280 190 サイズW/D/H 365 260

備考 備考

資料№ A1-002-12 T-77 資料№ A4-001-6 T-78

名　称 電車自動車案内 名　称 電車運転系統案内図

サイズW/D/H 195 135 サイズW/D/H 510 367

備考 備考



ポスター・切符・文書

資料№ A4-001-1 T-79 資料№ T-80

名　称 市営電車バス運転系統図 名　称 電車運転系統案内図

サイズW/D/H 555 320 サイズW/D/H 607 407

備考 備考

資料№ T-81 資料№ T-82

名　称 名　称

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

資料№ T-83 資料№ T-84

名　称 名　称

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考



看板・表示

資料№ K-1 資料№ K-2

名　称 助川貞二郎翁の碑文 名　称 棟札

サイズW/D/H 600 970 サイズW/D/H 530 500 2000

備考 鋳物　説明プレート付き 備考 木製

資料№ HH1-015-1 K-3 資料№ HH1-015-2 K-4

名　称 電停看板　円山公園 名　称 電停看板　新琴似駅前

サイズW/D/H 390 1190 サイズW/D/H 390 1190

備考 スチール製 備考 スチール製

資料№ HH1-015-3 K-5 資料№ K-6

名　称 電停看板　マルイ前 名　称 市電停留所看板

サイズW/D/H 390 1190 サイズW/D/H 350 690

備考 スチール製 備考 アクリル製

山の手橋、国立西病院



看板・表示

資料№ K-7 資料№ A830 K-8

名　称 電車運転系統図 名　称 ローレル章11周年

サイズW/D/H 390 570 サイズW/D/H

備考 トタン看板 備考

資料№ K-9 資料№ K-10

名　称 市電　行き先表示 名　称 市電車体番号

サイズW/D/H 980 250 350 サイズW/D/H 680 300 215

備考 備考

資料№ H１－０１９－７ K-11 資料№ H１－０１９－２ K-12

名　称 市電　行き先表示 名　称 市電　行き先表示

サイズW/D/H 600 250 サイズW/D/H 600 250

備考 備考



看板・表示

資料№ H2－019－6 K-13 資料№ H1-019-9 K-14

名　称 市電　行き先表示 名　称 市電　行き先表示

サイズW/D/H 600 250 サイズW/D/H 600 180

備考 備考

資料№ H1-019-11 K-15 資料№ H1-01７-12 K-16

名　称 市電　行き先表示 名　称 市電　行き先表示

サイズW/D/H 600 180 サイズW/D/H 600 180

備考 備考

資料№ H１－０１９－１３ K-17 資料№ H１－０１７－５ K-18

名　称 市電　行き先表示 名　称 市電　番号札

サイズW/D/H 600 180 サイズW/D/H 240 360

備考 備考



看板・表示

資料№ H１－０１７－６ K-19 資料№ H１－０１７－１５ K-20

名　称 市電　番号札 名　称 市電　番号札

サイズW/D/H 240 360 サイズW/D/H 240 360

備考 備考

資料№ H１－０１７－８ K-21 資料№ H１－０１７－７ K-22

名　称 市電　番号札 名　称 市電　番号札

サイズW/D/H 240 360 サイズW/D/H 240 360

備考 備考

資料№ H１－０１７－13 K-23 資料№ H１－０１７－１０ K-24

名　称 市電　中扉からお乗りください 名　称 市電　番号札

サイズW/D/H 400 250 サイズW/D/H 250 440

備考 備考



看板・表示

資料№ H１－０１７－１ K-25 資料№ K-26

名　称 市電　急行時間 名　称 市電　番号札

サイズW/D/H 250 300 サイズW/D/H 240 350

備考 備考

資料№ K-27 資料№ K-28

名　称 市電　臨時札幌駅ゆき 名　称 市電　番号札

サイズW/D/H サイズW/D/H 240 360

備考 備考 臨時8、 教習車(2)

資料№ H1-019-B4 K-29 資料№ H1-019-5 K-30

名　称 側面板 名　称 側面板

サイズW/D/H 600 180 サイズW/D/H 600 250

備考 備考



看板・表示

資料№ H２-019－３ K-31 資料№ H１－０１９ K-32

名　称 側面板 名　称 側面板

サイズW/D/H 600 250 サイズW/D/H 700 200

備考 備考 連結車

資料№ H１－００２－５ K-33 資料№ K-34

名　称 車両番号板D1001 名　称 車両番号板　A833

サイズW/D/H 455 175 サイズW/D/H 850 350

備考 備考

資料№ H1-016-4 K-35 資料№ G4-008-5 K-36

名　称 車両番号板A874 名　称 車掌席

サイズW/D/H 915 355 サイズW/D/H 400 170

備考 備考



看板・表示

資料№ H１－００５－３ K-37 資料№ G4-008-4 K-38

名　称 運転席の出口からもお降りください 名　称 乗車専用口

サイズW/D/H 115 450 サイズW/D/H 290 100

備考 備考

資料№ G4-008-3 K-39 資料№ G4-008-2 K-40

名　称 降車専用口 名　称 入り口

サイズW/D/H 290 100 サイズW/D/H 300 120

備考 備考

資料№ G4-008-1 K-41 資料№ G4-008-6 K-42

名　称 出口 名　称 車両表示

サイズW/D/H 300 150 サイズW/D/H 175 135

備考 備考



看板・表示

資料№ K-43 資料№ G4-006-1 K-44

名　称 車両表示 名　称 早朝割引中

サイズW/D/H 175 135 サイズW/D/H 250 100

備考 備考

資料№ G4-006-3 K-45 資料№ K-46

名　称 満員 名　称 禁煙

サイズW/D/H 180 100 サイズW/D/H 200 70

備考 備考

資料№ K-47 資料№ G4-006-5 K-48

名　称 満員 名　称 禁煙

サイズW/D/H 180 150 サイズW/D/H 60 150

備考 備考



看板・表示

資料№ G4-006-4 K-49 資料№ H２－０１４ー１ K-50

名　称 禁煙 名　称 乗降中

サイズW/D/H 200 70 サイズW/D/H 430 130 60

備考 備考

資料№ H２－０１４－３ K-51 資料№ H２－０１４－２ K-52

名　称 急停車にご注意ください 名　称 ワンマン

サイズW/D/H 450 110 45 サイズW/D/H 450 110 55

備考 備考

資料№ K-53 資料№ H１－００２－６ K-54

名　称 連結車 名　称 車体番号３２２

サイズW/D/H 400 110 50 サイズW/D/H

備考 備考 210 369 369



看板・表示

資料№ H１－００２－７ K-55 資料№ I2-001-02 K-56

名　称 車体番号７０１ 名　称 電柱建柱年月札

サイズW/D/H 350 200 サイズW/D/H 80 50 10

備考 備考

資料№ I2-002-01 I2-002-02 K-57 資料№ K-58

名　称 電柱番号札 名　称

サイズW/D/H 70 210 15 サイズW/D/H

備考 備考

資料№ K-59 資料№ K-60

名　称 名　称

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考



写真パネル類

資料№ P-1 資料№ P-2

名　称 地下鉄路線図 名　称 交通事業の変遷年表（明治~平成28年まで）

サイズW/D/H 2580 35 3450 サイズW/D/H 13200 1220

備考 壁面　スチール枠木軸パネルベース、木パネル 備考 壁面　木軸パネル出力貼り

一部シート切り抜き貼り

資料№ C6-001 P-3 資料№ C6-002 P-4

名　称 イラストパネル交通機関の変遷 名　称 イラストパネル交通機関の変遷

サイズW/D/H 560 770 サイズW/D/H 560 770

備考 木枠、紙 備考 木枠、紙

資料№ C6-003 P-5 資料№ C6-004 P-6

名　称 イラストパネル交通機関の変遷 名　称 イラストパネル交通機関の変遷

サイズW/D/H 560 770 サイズW/D/H 560 770

備考 木枠、紙 備考 木枠、紙



写真パネル類

資料№ C6-005 P-7 資料№ C6-006 P-8

名　称 イラストパネル交通機関の変遷 名　称 イラストパネル交通機関の変遷

サイズW/D/H 560 770 サイズW/D/H 560 770

備考 木枠、紙 備考 木枠、紙

資料№ C6-007 P-9 資料№ C6-008 P-10

名　称 イラストパネル交通機関の変遷 名　称 イラストパネル交通機関の変遷

サイズW/D/H 560 770 サイズW/D/H 560 770

備考 木枠、紙 備考 木枠、紙

資料№ C6-009 P-11 資料№ C6-010 P-12

名　称 イラストパネル交通機関の変遷 名　称 イラストパネル交通機関の変遷

サイズW/D/H 560 770 サイズW/D/H 560 770

備考 木枠、紙 備考 木枠、紙



写真パネル類

資料№ P-13 資料№ P-14

名　称 札幌市地図　古地図 名　称 地下鉄車両写真

サイズW/D/H 770 1030 サイズW/D/H 420 360

備考 ウッドrックパネル 備考 写真パネル（木） ２枚組

資料№ P-15 資料№ P-16

名　称 地下鉄車両写真 名　称 Y型転てつ機写真

サイズW/D/H 420 360 サイズW/D/H 430 360

備考 写真パネル（木） ２枚組 備考

資料№ C1-001 P-17 資料№ C1-002 P-18

名　称 明治44年　札幌~茨戸間の開通式の馬鉄 名　称 明治45年　市内交通機関の先駆け馬鉄

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル



写真パネル類

資料№ C1-003 P-19 資料№ C1-004 P-20

名　称 大正初期の札幌停車場前の馬鉄 名　称 大正7年　札幌電気軌道開通記念

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C1-005 P-21 資料№ C1-006 P-22

名　称 大正7年 （開道50周年）停車場通 名　称 大正9年札幌停車場前

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C1-007 P-23 資料№ C1-008 P-24

名　称 大正9年　四丁目十字街 名　称 大正9年　創成橋付近

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル



写真パネル類

資料№ C1-009 P-25 資料№ C1-010 P-26

名　称 大正13年　豊平橋開通 名　称 昭和初期　札幌停車場通

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C1-011 P-27 資料№ C1-012 P-28

名　称 昭和初期　札幌停車場前のバス 名　称 昭和12年　札幌駅前の乗り合いバス

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C1-013 P-29 資料№ C1-014 P-30

名　称 昭和12年　四丁目十字街 名　称 昭和25年　停車場通

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル



写真パネル類

資料№ C1-015 P-31 資料№ C1-016 P-32

名　称 札幌駅前のバス 名　称 トレーラーバス

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C1-017 P-33 資料№ C1-018 P-34

名　称 札幌駅前通りを走る電車 名　称 散水風景

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C1-019 P-35 資料№ C1-020 P-36

名　称 昭和40年　四丁目十字街電車輸送風景 名　称 昭和43年　札幌駅前電車輸送風景

サイズW/D/H 420 530 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル



写真パネル類

資料№ C1-021 P-37 資料№ C1-022 P-38

名　称 札幌駅前通りを走るディーゼル車 名　称 昭和43年未電化の鉄北線に乗り入れるディーゼル車

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C1-023 P-39 資料№ C1-024 P-40

名　称 昭和44年　ポプラを背に北5条線 名　称 道庁を望む苗穂線

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C1-025 P-41 資料№ C1-026 P-42

名　称 １条線廃止記念の装飾電車 名　称 ラッシュをさばく連接車

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル



写真パネル類

資料№ P-43 資料№ C1-028 P-44

名　称 大正7年頃南４条錦座前 名　称 昭和2年　電車事業が民営から市営へ移管当時の祝賀会

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ P-45 資料№ C1-030 P-46

名　称 昭和2年　電車事業が民間から市営へ移管当時の調印式 名　称 昭和5年　観桜特別輸送期間中の円山停車場

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C1-031 P-47 資料№ C1-032 P-48

名　称 昭和５年　アカシヤ並木の停車場通りを走る電車 名　称 昭和初期　雪中の電車（五番館前）

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル



写真パネル類

資料№ P-49 資料№ C1-034 P-50

名　称 昭和34年　苗穂線創成川工事のため仮専用橋を渡る電車 名　称 昭和34年　植物園前を走る電車

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C1-035 P-51 資料№ C1-036 P-52

名　称 昭和34年　ささら除雪車による除雪風景 名　称 大正9年　北３条通りエンゼル館前の電車

サイズW/D/H 420 530 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C5-001 P-53 資料№ C5-002 P-54

名　称 散水車。２両あったうちの２号車 名　称 貨物車、軌道工事用のほか花電車にも利用された

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル



写真パネル類

資料№ C5-003 P-55 資料№ C5-004 P-56

名　称 ブルーム式除雪車、電動式、木造当時のもの 名　称 ロータリースノースイーパー

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

大正9年　札幌電気軌道株式会社技術師長助川貞利考案設計

資料№ C5-005 P-57 資料№ C5-006 P-58

名　称 プラオ除雪車、軌道側面の排雪に使用 名　称 ブルーム式除雪車、動力はディーゼル

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C5-007 P-59 資料№ C5-008 P-60

名　称 大正7年　札幌電車開通記念花電車 名　称 昭和2年　電車が市営となった記念の花電車

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル



写真パネル類

資料№ C5-009 P-61 資料№ C5-010 P-62

名　称 昭和3年　天皇即位記念花電車 名　称 昭和32年　交通局開局30周年記念花電車

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C5-011 P-63 資料№ C5-012 P-64

名　称 昭和33年　北海道大博覧会記念花電車 名　称 昭和34年　皇太子ご結婚記念花電車

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C5-013 P-65 資料№ C5-014 P-66

名　称 大正7年頃　降雪で積もった雪を搬出する電動貨車 名　称 大正8年頃　深雪に埋もれる電車

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル



写真パネル類

資料№ C5-015 P-67 資料№ P-68

名　称 大正7年ころ　軌道の雪を搬出する馬そり 名　称 写真パネル四切

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 450 400

備考 木パネル 備考 アルミ額入り

冬の除雪に欠かせないささら電車、現在４両が在籍

資料№ P-69 資料№ P-70

名　称 写真パネル四切 名　称 写真パネル四切

サイズW/D/H 450 400 サイズW/D/H 450 400

備考 アルミ額入り 備考 アルミ額入り

昭和46年の一条線　電車は中ドアー改造後の600型 現在活躍中のワンマンカー210型

資料№ P-71 資料№ P-72

名　称 写真パネル四切 名　称 写真パネル四切

サイズW/D/H 450 400 サイズW/D/H 450 400

備考 アルミ額入り 備考 アルミ額入り

昭和40年に登場し、鉄道友の会からローレル賞を受賞したA830型 昭和46年四丁目十字街をいく200型



写真パネル類

資料№ P-73 資料№ P-74

名　称 写真パネル四切 名　称 写真パネル四切

サイズW/D/H 450 400 サイズW/D/H 450 400

備考 アルミ額入り 備考 アルミ額入り

昭和46年の一条線、電車は改造後の560型 昭和46年　函館本線跨線橋上で行き交う連結車

資料№ P-75 資料№ P-76

名　称 写真パネル四切 名　称 写真パネル四切

サイズW/D/H 450 400 サイズW/D/H 450 400

備考 アルミ額入り 備考 アルミ額入り

昭和35年6月1日全車ボギー化記念の電車まつり電車パレード 昭和40年架替前の旧豊平橋を渡る560型

資料№ P-77 資料№ P-78

名　称 写真パネル四切 名　称 写真パネル四切

サイズW/D/H 450 400 サイズW/D/H 450 400

備考 アルミ額入り 備考 アルミ額入り

昭和３３年７月道博会場行き臨時電車（背景は鉄道集会所） 昭和34年製の路面ディーゼルカーD1010型



写真パネル類

資料№ P-79 資料№ P-80

名　称 写真パネル四切 名　称 写真パネル四切

サイズW/D/H 450 400 サイズW/D/H 450 400

備考 アルミ額入り 備考 アルミ額入り

昭和33年７月ロープウェイ開設を記念して走った花電車 昭和33年7月北海道大博覧会を記念して走った花電車

資料№ P-81 資料№ P-82

名　称 写真パネル四切 名　称 写真パネル四切

サイズW/D/H 450 400 サイズW/D/H 450 400

備考 アルミ額入り 備考 アルミ額入り

昭和33年7月旧グランドホテル前をいく道博会場行き臨時電車 昭和33年7月北海道大博覧会を記念して走った花電車

資料№ P-83 資料№ P-84

名　称 写真パネル四切 名　称 写真パネル四切

サイズW/D/H 450 400 サイズW/D/H 450 400

備考 アルミ額入り 備考 アルミ額入り

昭和32~33年道産第一号として登場した200型電車 昭和33年新製間もない330型現在はワンマンカーとして活躍中



写真パネル類

資料№ P-85 資料№ P-86

名　称 写真パネル四切 名　称 写真パネル四切

サイズW/D/H 450 400 サイズW/D/H 450 400

備考 アルミ額入り 備考 アルミ額入り

昭和33年7月三越前において塗装の異なる3種類の電車が行き交う 昭和32年製の320型　後に登場するボギー車の基本となった

資料№ P-87 資料№ P-88

名　称 写真パネル四切 名　称 写真パネル四切

サイズW/D/H 450 400 サイズW/D/H 450 400

備考 アルミ額入り 備考 アルミ額入り

昭和30年三越前交差点電車は570型 戦前から戦後にかけ活躍した単車150型

資料№ P-89 資料№ P-90

名　称 写真パネル四切 名　称 写真パネル四切

サイズW/D/H 450 400 サイズW/D/H 450 400

備考 アルミ額入り 備考 アルミ額入り

昭和30年　旧札幌鉄道管理局前をいく550型 昭和30年赤煉瓦の旧五番館をバックに走る600型



写真パネル類

資料№ P-91 資料№ P-92

名　称 電車写真7000型 名　称 電車写真2000型

サイズW/D/H 4650 370 サイズW/D/H 5000 280

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ C4-001 P-93 資料№ C4-002 P-94

名　称 第1次試験車 名　称 第3次試験車はるにれ

サイズW/D/H 530 400 サイズW/D/H 530 400

備考 木製パネル　写真＋コピーパネル（530×250） 備考 木製パネル　写真＋コピーパネル（530×250）

資料№ C4-003 P-95 資料№ D1-002-1 P-96

名　称 第4次試験車すずかけ 名　称 大正６年当時市街馬車鉄道路線

サイズW/D/H 530 400 サイズW/D/H 700 800

備考 木製パネル　写真＋コピーパネル（530×250） 備考 木パネルアクリル貼り



写真パネル類

資料№ D1-002-2 P-97 資料№ D1-002-3 P-98

名　称 大正7年8月12日開通電車路線 名　称 昭和5年市営バス路線図（開通時）

サイズW/D/H 700 800 サイズW/D/H 700 800

備考 木パネルアクリル貼り 備考 木パネルアクリル貼り

資料№ K1-001-14 P-99 資料№ P-100

名　称 地下鉄東西線建設工事状況 名　称 地下鉄東西線建設工事状況

サイズW/D/H 510 420 サイズW/D/H 510 420

備考 写真パネル４枚組（アルミ枠＋キャプション） 備考 写真パネル４枚組（アルミ枠＋キャプション）

資料№ P-101 資料№ P-102

名　称 地下鉄東西線建設工事状況 名　称 地下鉄東西線建設工事状況

サイズW/D/H 510 420 サイズW/D/H 510 420

備考 写真パネル４枚組（アルミ枠＋キャプション） 備考 写真パネル４枚組（アルミ枠＋キャプション）



写真パネル類

資料№ P-103 資料№ B1-002-4 P-104

名　称 地下鉄・電車・バス営業規模の移り変わり 名　称 電車軌道の移り変わり

サイズW/D/H 2450 1400 サイズW/D/H 1000 1500

備考 木パネル（壁面） 備考 木パネル（壁面）

資料№ B1-002-5 P-105 資料№ P-106

名　称 のりもののうつりかわり（札幌） 名　称 ウィーンの路面電車

サイズW/D/H 1400 800 サイズW/D/H 500 600

備考 木パネル（壁面） 備考 ウッドラックパネル

資料№ P-107 資料№ P-108

名　称 地下鉄車両写真 名　称 地下鉄車両写真

サイズW/D/H 600 430 サイズW/D/H 600 430

備考 ウッドラックパネル 備考 ウッドラックパネル



写真パネル類

資料№ P-109 資料№ P-110

名　称 地下鉄車両写真 名　称 地下鉄車両写真

サイズW/D/H 600 430 サイズW/D/H 600 430

備考 ウッドラックパネル 備考 ウッドラックパネル

資料№ P-111 資料№ P-112

名　称 地下鉄車両写真 名　称 記念乗車券発行一覧表

サイズW/D/H 600 430 サイズW/D/H 1310 805

備考 ウッドラックパネル 備考 ウッドラックパネル

資料№ P-113 資料№ P-114

名　称 ささら電車写真パネル 名　称 ガメラ２パネル

サイズW/D/H 600 900 サイズW/D/H 700 1000

備考 ウッドラックパネル 備考 木パネル



写真パネル類

資料№ D2-001-1 P-115 資料№ D2-001-2 P-116

名　称 電車構造図 名　称 電車構造図

サイズW/D/H 1400 700 サイズW/D/H 1400 700

備考 木パネル 備考 木パネル

資料№ P-117 資料№ P-118

名　称 名　称

サイズW/D/H 530 420 サイズW/D/H 530 420

備考 木パネル 備考 木パネル

昔写真パネル 10枚組A1ウッドラック

東豊線延伸の広報 ４枚組A1ウッドラック

記念乗車券 ７枚組A1ウッドラック

資料№ P-119 資料№ P-120

名　称 名　称

サイズW/D/H

備考



写真パネル類

資料№ A4-001-3 P-121 資料№ A4-001-4 P-122

名　称 電車運転系統案内図 名　称 電車運転系統案内図

サイズW/D/H 520 370 サイズW/D/H 520 370

備考 備考

P？ P？

資料№ A4-001-5 P-123 資料№ P-124

名　称 電車運転系統案内図 名　称 電車運転系統案内図

サイズW/D/H 620 425 サイズW/D/H 520 370

備考 備考

P？

資料№ P-125 資料№

名　称 電車運転系統案内図 名　称

サイズW/D/H 520 370 サイズW/D/H

備考 備考
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