
部品類

資料№ F3-009 部-1 資料№ 部-2

名　称 信鈴 名　称 ちんちん電車の由来

サイズW/D/H 290 100 110 サイズW/D/H 600 500

備考 備考 展示ボード

フートコング（警レF3-010）

資料№ 部-3 資料№ 部-4

名　称 新型転てつ器模型 名　称 車内放送再生機＋スピーカー

サイズW/D/H 970 470 275 サイズW/D/H 290 190 135

備考 備考 スピーカー　250◯*h70

資料№ 部-5 資料№ 部-6

名　称 スイッチングボックス 名　称 降車押しボタン

サイズW/D/H 150 300 500 サイズW/D/H 180 180 120

備考 備考



部品類

資料№ 部-7 資料№ J3-002 部-8

名　称 ちんちん電車制御器 名　称 スパイキーハンマー

サイズW/D/H 460 500 1200 サイズW/D/H 900

備考 ３台組900×350×1130 備考 スチール、木

資料№ 部-9 資料№ 部-10

名　称 軌条絶縁装置 名　称 チンチョー

サイズW/D/H 1000 125 120 サイズW/D/H 1200 60pai

備考 スチール 備考 木製棒

資料№ 部-11 資料№ G1-004-1 部-12

名　称 札幌市章 名　称 料金箱

サイズW/D/H 390 790 サイズW/D/H 260 120 450

備考 スタンド 備考



部品類

資料№ 部-13 資料№ 部-14

名　称 料金箱 名　称 市電ヘッドライト

サイズW/D/H 250 150 470 サイズW/D/H 330 330 130

備考 備考

資料№ 部-15 資料№ 部-16

名　称 行き先表示フィルム 名　称 行き先表示布製

サイズW/D/H 700 1750 サイズW/D/H 700 1400

備考 ２枚　（１枚無地） 備考

資料№ 部-17 資料№ 部-18

名　称 連動盤 名　称 シールド掘進機

サイズW/D/H 920 720 1115 サイズW/D/H 1255 550 650

備考 備考



部品類

資料№ K-001 部-19 資料№ K-002 部-20

名　称 覆工桁 名　称 覆工桁

サイズW/D/H 300 582 サイズW/D/H 600 200

備考 備考 2440batu1220ベース板

資料№ K-003 部-21 資料№ K-004 部-22

名　称 覆工桁 名　称 覆工桁

サイズW/D/H 703 サイズW/D/H

備考 備考

資料№ K-005 部-23 資料№ K-006 部-24

名　称 土留杭 名　称 土留杭

サイズW/D/H 400 400 サイズW/D/H 300 300

備考 備考



部品類

資料№ K-007 部-25 資料№ K-008 部-26

名　称 土留杭 名　称 土留杭

サイズW/D/H 550 240 サイズW/D/H 445 200

備考 備考

資料№ K-009 部-27 資料№ K-010 部-28

名　称 案内軌条 名　称 案内軌条

サイズW/D/H 440 310 サイズW/D/H 399 311

備考 備考

資料№ K-011 部-29 資料№ 部-30

名　称 走行軌条 名　称 展示ベース

サイズW/D/H 390 64 サイズW/D/H 2440 1220

備考 備考



部品類

資料№ 部-31 資料№ 部-32

名　称 地下鉄用ゴムタイヤ南北線 名　称 地下鉄用ゴムタイヤ東西線

サイズW/D/H 1090 290 サイズW/D/H 1000 370

備考 備考

資料№ F2-001 部-33 資料№ L-002 部-34

名　称 札幌電気軌道石章 名　称 車輪

サイズW/D/H 1170 110 970 サイズW/D/H 900 400 820

備考 備考

資料№ 部-35 資料№ 部-36

名　称 地下鉄のゴムタイヤ説明板 名　称 地下鉄前面扉（市章付）

サイズW/D/H サイズW/D/H 680 2100

備考 備考



部品類

資料№ G4-QQ4-1 部-37 資料№ G1-001 部-38

名　称 ぱんち 名　称 懐中時計

サイズW/D/H 160 80 サイズW/D/H 70pai

備考 備考

資料№ 部-39 資料№ G1-003 部-40

名　称 電車内時計 名　称 電車内時計

サイズW/D/H 210pai 70 サイズW/D/H 230pai 65

備考 備考

資料№ H１－０１２－２ 部-41 資料№ H１－０１２－１ 部-42

名　称 空気圧力計 名　称 空気圧力計

サイズW/D/H 110pai 45 サイズW/D/H 105pai 65

備考 備考



部品類

資料№ H１－０１２－３ 部-43 資料№ H１－０２０－１ 部-44

名　称 空気圧力計 名　称 光電リレー

サイズW/D/H 80pai 50 サイズW/D/H 90pai 35

備考 備考

資料№ H２－０１０－５ 部-45 資料№ H２－０１０－４ 部-46

名　称 ロータリースイッチ 名　称 ロータリースイッチ

サイズW/D/H 65pai 60 サイズW/D/H 80pai 70

備考 備考

資料№ H１－０２１ 部-47 資料№ H１－０１４－３ 部-48

名　称 電流計 名　称 車内合わせミラー

サイズW/D/H 80 80 35 サイズW/D/H 270pai 200

備考 備考



部品類

資料№ H１－０１４－２ 部-49 資料№ H１－０１４－３ 部-50

名　称 車内ミラー 名　称 車外ミラー

サイズW/D/H 310 80 210 サイズW/D/H 300 50 160

備考 備考

資料№ H２－１０１－１ 部-51 資料№ H２－０１０－２ 部-52

名　称 カノピースイッチ 名　称 カノピースイッチ

サイズW/D/H 150 220 60 サイズW/D/H 110 130 60

備考 備考

資料№ H２－０１０－３ 部-53 資料№ H２－０１１ 部-54

名　称 カノピースイッチ 名　称 転極スイッチ

サイズW/D/H 145 90 230 サイズW/D/H 165 155 160

備考 備考



部品類

資料№ H２－００６－１ 部-55 資料№ H２－００６－２ 部-56

名　称 電機子コイル 名　称 電機子コイル

サイズW/D/H 400 140 サイズW/D/H 480 70

備考 備考

資料№ H２－００５－６ 部-57 資料№ H２－００７－１ 部-58

名　称 ピニオン 名　称 界磁コイル

サイズW/D/H 100pai 100 サイズW/D/H 300 100 145

備考 備考

資料№ H２－００７－２ 部-59 資料№ H１－０２０－２ 部-60

名　称 界磁コイル 名　称 界磁コイル

サイズW/D/H 280 160 120 サイズW/D/H 100pai 45

備考 備考



部品類

資料№ H２－００１ 部-61 資料№ H２－００５－１ H２－００５－２ 部-62

名　称 集電舟 名　称 抵抗板

サイズW/D/H 690 85 160 サイズW/D/H 250 120

備考 備考

資料№ H２－００５－３ H２－００５－４ 部-63 資料№ J1-001-1 J1-001-2 部-64

名　称 抵抗板 名　称 レール　50kg 45kg

サイズW/D/H 160 155 サイズW/D/H 50kg 145 130

備考 40kg 170 150

備考

資料№ J1-001-4 J1-001-3 部-65 資料№ J1-001-5 J1-001-6 部-66

名　称 レール　37kg 30kg 名　称 レール　22kg 9kg

サイズW/D/H 37kg 110 110 サイズW/D/H 22kg 90 95

30kg 120 120 備考 9kg 65 65

備考



部品類

資料№ J1-001-7 部-67 資料№ H３－００１－５ 部-68

名　称 56kg護輪ミゾレール 名　称 フランジ測定器

サイズW/D/H 175 175 サイズW/D/H 100 150 3

備考 備考

資料№ H３－００１５ H３－００１４ 部-69 資料№ H３－００１３ 部-70

名　称 外輪断面 名　称 レール

サイズW/D/H 105 80 サイズW/D/H 120

備考 備考

資料№ 部-71 資料№ H２－００２ 部-72

名　称 工具ハンマー 名　称 カーボン

サイズW/D/H L=400 L=345 L=380 サイズW/D/H 200 45 25

備考 ３本 備考



部品類

資料№ 部-73 資料№ 部-74

名　称 トラックボルト 名　称

サイズW/D/H ー 125 30pai サイズW/D/H J1-003-2 110 30pai

J1-003-5 125 35pai J1-003-3 115 30pai

J1-003-1 85 30pai J1-003-4 130 40pai

備考 備考

資料№ 部-75 資料№ 部-76

名　称 犬釘 名　称 皆折釘

サイズW/D/H J1-002-1 130 40 サイズW/D/H J1-002-4 170 38

J1-002-2 140 40 J1-002-5 190 40

J1-002-3 155 40 備考

備考

資料№ H２－００９ 部-77 資料№ H４－００７ 部-78

名　称 刷子保時器 名　称 ハンドスコッチ

サイズW/D/H 150 185 100 サイズW/D/H 290 235 80

備考 備考



部品類

資料№ J1-006 部-79 資料№ J1-005-3 部-80

名　称 タイパット 名　称 継目板

サイズW/D/H 150 135 サイズW/D/H 560 90 40

備考 備考

資料№ J1-005-1,005-2 部-81 資料№ J2-001 部-82

名　称 異形継目板 名　称 軌間ゲージ

サイズW/D/H 560 80 20 サイズW/D/H 1230 65 25pai

備考 備考

資料№ J1-004-1~3 部-83 資料№ 部-84

名　称 ガードチョック 名　称 ブレーキハンドル

サイズW/D/H 90 65 65 サイズW/D/H H１－００２－１ 220 75

95 60 60 H１－００２－２ 225 80

93 75 80 H１－００２－３ 185 60

備考 備考



部品類

資料№ 部-85 資料№ 部-86

名　称 ブレーキハンドル 名　称 レバースハンドル

サイズW/D/H H１－００２－４ 190 55 サイズW/D/H - 160 60

H１－００２－５ 160 70 H１－００３－１ 130 75

備考 備考

資料№ 部-87 資料№ 部-88

名　称 レバースハンドル 名　称 ドア操作ハンドル

サイズW/D/H H１－００３－２ 140 70 サイズW/D/H H１－００４－１ 100 55

H１－００３－4 110 50 H１－００４－２ 155 40

H１－００３－5 130 45 H１－００3－6 110 50

H１－００3－3 130 70

資料№ 部-89 資料№ H２－０１９－２ 部-90

名　称 ブザー 名　称 操作器

サイズW/D/H H２－０１８－３ 60pai 40 サイズW/D/H 170 110 90

H２－０１８－４ 60pai 38

備考 ドア開閉表示

備考



部品類

資料№ 部-91 資料№ H２－０２０－１ 部-92

名　称 ブザー 名　称 インターホン

サイズW/D/H H２－０１７－１ 75×100 70 サイズW/D/H 130 140 55

備考 H２－０１７－２ 95×58 25 備考

資料№ H２－０１９－３ 部-93 資料№ H２－０２０－２ 部-94

名　称 スピーカー 名　称 スピーカー

サイズW/D/H 250pai 70 サイズW/D/H 150 159 50

備考 備考

資料№ 部-95 資料№ H２－０１７－８ 部-96

名　称 マイク 名　称 危険物持ち込み表示

サイズW/D/H H２－０１９－４ 220 サイズW/D/H 100 160

H２－０１９－５ 210

H２－０１９－６ 220

備考 備考



部品類

資料№ 部-97 資料№ H２－０１７－４ 部-98

名　称 降車ボタン・降車ボタン表示 名　称 べる

サイズW/D/H H２－０１７－７ 80×50 25 サイズW/D/H 90pai 47

備考 H２－０１７－6 60×50 25 備考

H２－０１７－９ 35 100

資料№ H２－０２１ 部-99 資料№ H２－０１６－１ 部-100

名　称 ステップ表示 名　称 スポットライト

サイズW/D/H 100 140 サイズW/D/H 150pai 80

備考 備考

資料№ 部-101 資料№ G1-002-1 部-102

名　称 尾灯 名　称 車掌鞄

サイズW/D/H H２－０１６－２ 140pai 70 サイズW/D/H 270 190

H２－０１６－３ 165pai 35

備考 備考



部品類

資料№ 部-103 資料№ 部-104

名　称 文鎮 名　称 記念レール

サイズW/D/H M-001-2 250 15×15 サイズW/D/H M001-4 125 145

M-001-3 200 20×20 - 65 65

M-001-1 200 10×27 備考

備考

資料№ 部-105 資料№ G4-002-5 部-106

名　称 記念レール 名　称 腕章

サイズW/D/H M001-5 120 120 サイズW/D/H 160 95

M001-6 110 110 備考

M001-7 110 110

備考

資料№ 部-107 資料№ G4-002-9 G4-002-10 部-108

名　称 バッチ 名　称 腕章

サイズW/D/H 40 53 20 サイズW/D/H 328 100

備考 ３個組 備考 電路整備員 軌道整備員



部品類

資料№ G4-002-7 G4-002-8 部-109 資料№ G4-002-2 G4-002-1 部-110

名　称 腕章 名　称 腕章

サイズW/D/H 328 100 サイズW/D/H 車掌 170 85

備考 監督員 交通安全 備考 除雪員 175 100

資料№ G4-002-3 G4-002-4 部-111 資料№ G4-002-6 部-112

名　称 腕章 名　称 腕章

サイズW/D/H 170 100 サイズW/D/H 180 100

備考 備考

資料№ H１－００３－１ 部-113 資料№ 部-114

名　称 車両銘板 名　称 車両銘板

サイズW/D/H 255 110 サイズW/D/H 260 110

泰和車両３４年 泰和車両43年

備考 備考



部品類

資料№ 部-115 資料№ H１－００３－２ 部-116

名　称 車両銘板 名　称 車両銘板

サイズW/D/H 260 120 サイズW/D/H 250 105

備考 日本車両 備考 藤屋鉄工

資料№ H１－００３－３ 部-117 資料№ H１－００３－４ 部-118

名　称 車両銘板 名　称 車両銘板

サイズW/D/H 180 75 サイズW/D/H 180 75

備考 ナニワ工機 備考 ナニワ工機

資料№ H１－００３－５ 部-119 資料№ 部-120

名　称 車両銘板 名　称 車両銘板

サイズW/D/H 230 100 サイズW/D/H 148 90

苗穂工業 住友金属

備考 備考



部品類

資料№ 部-121 資料№ 部-122

名　称 車両銘板 名　称 車両銘板

サイズW/D/H 150 90 サイズW/D/H 200 70

備考 扶桑金属 備考 東急車輌

資料№ H１－００３－８ 部-123 資料№ H１－００３－９ 部-124

名　称 車両銘板 名　称 車両銘板

サイズW/D/H 255 115 サイズW/D/H 260 140

備考 札幌交通機械 備考 総合鉄工協同組合

資料№ 部-125 資料№ H１－００３－７ 部-126

名　称 車両銘板 名　称 車両銘板

サイズW/D/H 300 140 サイズW/D/H 260 110

川崎車両 苗穂工業

備考 備考



部品類

資料№ H１－００３－６ 部-127 資料№ 部-128

名　称 車両銘板 名　称 車両銘板

サイズW/D/H 260 110 サイズW/D/H 190 80

備考 札幌運輸工業 備考 日本車両　２種

資料№ 部-129 資料№ 部-130

名　称 車両銘板 名　称 車両銘板

サイズW/D/H 105 60 サイズW/D/H 125 40

備考 総合鉄工協同組合 備考 日本車両

２種

資料№ 部-131 資料№ 部-132

名　称 車両銘板 名　称 紋章

サイズW/D/H 155 75 サイズW/D/H H１－００１－２ 122 135

備考 総合鉄工協同組合 ー 235 210

備考



部品類

資料№ 部-133 資料№ 部-134

名　称 紋章（ローレル章） 名　称 手旗

サイズW/D/H 130pai サイズW/D/H 520L

備考 説明プレートあり 備考

資料№ G4-007-1 G4-007-2 部-135 資料№ G4-005-1 G4-005-2 部-136

名　称 つり輪 名　称 名札掛（車掌） 名札掛（運転手）

サイズW/D/H 470L サイズW/D/H 40 165

備考 備考

資料№ 部-137 資料№ G4-003 部-138

名　称 ささら 名　称 貨幣桝

サイズW/D/H H３－００２－１ 290 285 サイズW/D/H 400 145 25

H３－００２－２ 290 285

H３－００２－３ 255 35pai

備考 備考



部品類

資料№ G1-005 部-139 資料№ H１－００８－１ 部-140

名　称 携帯用乗車券発行機 名　称 ブレーキ弁

サイズW/D/H 260 190 120 サイズW/D/H 235 145 135

備考 本体ベルト含まず 備考

資料№ H１－００８－２ 部-141 資料№ H１－００８－３ 部-142

名　称 ブレーキ弁 名　称 ブレーキ弁

サイズW/D/H 230 430 120 サイズW/D/H 160 240 115

備考 備考

資料№ H１－００８－４ 部-143 資料№ H１－０１０－３ 部-144

名　称 ブレーキ弁（カット） 名　称 ガバナー

サイズW/D/H 160 200 180 サイズW/D/H 130 190 60

備考 備考



部品類

資料№ H１－０１1－3 部-145 資料№ H１－００９ 部-146

名　称 消音器 名　称 消音器（カット）

サイズW/D/H 60 160 35 サイズW/D/H 100 160 90

備考 備考

資料№ H１－０１1－5 部-147 資料№ H１－０１1－4 部-148

名　称 トロンボン笛 名　称 トロンボン笛（カット）

サイズW/D/H 50pai 350 サイズW/D/H 50pai 350

備考 備考

資料№ 部-149 資料№ H２－００４－１ 部-150

名　称 安全弁・安全弁（カット） 名　称 制御器鏡蓋ハンドル

サイズW/D/H H１－０１0－1 50pai 165 サイズW/D/H 500 220 190

H１－０１0－2 50pai 165 280 250 ハンドル

備考 備考



部品類

資料№ H２－００４－２ 部-151 資料№ 部-152

名　称 制御器鏡蓋ハンドル 名　称

サイズW/D/H 130 140 サイズW/D/H

備考 310 155 備考

資料№ H１－０１３－１ 部-153 資料№ H１－０１３－２ 部-154

名　称 ワイパー 名　称 ワイパー

サイズW/D/H L550 190 サイズW/D/H L780 110

備考 備考

資料№ H２－００８ 部-155 資料№ I1-005 部-156

名　称 整流子 名　称 短イーヤー

サイズW/D/H 270pai 150 サイズW/D/H 35 25 50

80/40pai　２個組

備考 備考



部品類

資料№ I1-006 部-157 資料№ I1-003 部-158

名　称 ダブルイーヤー 名　称 トリプルイーヤー

サイズW/D/H 100 35 70 サイズW/D/H 70 30 70

備考 備考

資料№ I1-009 部-159 資料№ I3-002 部-160

名　称 トロリーコンダクター 名　称 バイス

サイズW/D/H 440 160 180 サイズW/D/H 260 190

備考 備考

資料№ I1-007-1 部-161 資料№ I1-007-2 部-162

名　称 曲線ハンガーイーヤー 名　称 曲線ハンガーイーヤー

サイズW/D/H 170 55 30 サイズW/D/H 130 150 65

備考 備考



部品類

資料№ I3-001 部-163 資料№ 部-164

名　称 磁石式電話機 名　称 直線イーヤー

サイズW/D/H 250 230 150 サイズW/D/H 230 50pai

備考 備考

資料№ I1-004 部-165 資料№ I1-002 部-166

名　称 フイドイーヤー 名　称 フイドイーヤー

サイズW/D/H 100 80 23 サイズW/D/H 70 50 23

備考 備考

資料№ 部-167 資料№ I1-010,001 部-168

名　称 アンカーイーヤー 名　称 トロリー線

サイズW/D/H 130 90 15 サイズW/D/H 1550 130 170

備考 備考



部品類

資料№ I1-011-1 部-169 資料№ I1-011-2 部-170

名　称 キ電線ジョイントスリーブ 名　称 セクションインシェレーター

サイズW/D/H 500 40 サイズW/D/H 660 45

備考 備考

資料№ 部-171 資料№ 部-172

名　称 名　称

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考

資料№ 部-173 資料№ 部-174

名　称 名　称

サイズW/D/H サイズW/D/H

備考 備考



遊具・作品

資料№ E2-002 遊-1 資料№ 遊-2

名　称 可動模型 名　称 Nゲージ

サイズW/D/H 1185 2000 990 サイズW/D/H 2460 590 390

備考 操作卓 w700×d700×h850 備考

資料№ 遊-3 資料№ 遊-4

名　称 テーブルNゲージ用 名　称 地下鉄実寸モックアップ

サイズW/D/H 2500 1200 700 サイズW/D/H

備考 備考

資料№ 遊-5 資料№ 遊-6

名　称 顔ハメパネル 名　称 札幌市地下鉄車両の変遷

サイズW/D/H 1580 620 1660 サイズW/D/H 1200 600 1300

備考 スチール枠・複合板 備考 陶板モニュメント



遊具・作品

資料№ 遊-7 資料№ 遊-8

名　称 市電鉄北線撤去まくら木による創作 名　称 ケース

サイズW/D/H 500 275 350 サイズW/D/H 500 275 350

備考 木彫り 備考 スチール・ガラス・地下鉄広告枠

資料№ C7ー001-2 遊-9 資料№ 遊-10

名　称 天皇御即位奉祝の花電車 名　称 さよなら札幌市営バス　チョロQ

サイズW/D/H 380 315 サイズW/D/H 80 95 135

備考 絵画 備考 2個　市販おもちゃ

資料№ 遊-11 資料№ 遊-12

名　称 札幌市営バス　ミニカー 名　称 札幌市営バス　CLUB BUSRAMA JB1007

サイズW/D/H 305 150 65 サイズW/D/H 130 30 40

備考 備考 三菱ふそうCNGノンステップバス　シリアルno0786



遊具・作品

資料№ 遊-13 資料№ E1-002 遊-14

名　称 札幌市営バス　ミニカー 名　称 市電創業時電車22号　１９７７

サイズW/D/H 130 30 30 サイズW/D/H 205 54 130

備考 備考 開局50周年記念札幌市交通局

スチール

資料№ E1-003 遊-15 資料№ 遊-16

名　称 電車車輪の模型（縮尺５分の１） 名　称 チョロQセット１５台

サイズW/D/H 335 285 180 サイズW/D/H 450 129 330

備考 ネームプレート付き 備考

資料№ 遊-17 資料№ 遊-18

名　称 鉄道馬車模型 名　称 大正15年当時の三越前交差点風景

サイズW/D/H 1510 460 920 サイズW/D/H 1150 950

備考 備考 加藤悦郎画
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