平成 25 年 5 月 13 日

車両基地を 1 日限定「広瀬川原駅」として一般開放！

5/18（土）2013 わくわく鉄道フェスタ
引退間近の 1000 系展示や鉄道ファン垂涎オークションを開催します。

埼玉県熊谷市曙町 1 丁目 1 番地
秩 父 鉄 道 株 式 会 社
秩父鉄道株式会社（本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：大谷

隆男）では、平成 25

年 5 月 18 日（土）に埼玉県熊谷市の広瀬川原車両基地にて「2013 わくわく鉄道フェスタ」
を開催し、イベント会場直通の臨時列車運転や電車や新デフ装備の SL などの展示撮影会、
豪華ステージイベント、沿線キャラクターの大集合など、ご家族連れにも楽しんでいただ
けるイベントを予定しております。
さらに、今回の目玉として昭和 56 年（1981 年）まで秩父鉄道で活躍していた電気機関
車「ED38 形」のナンバープレートなど、鉄道ファン垂涎の鉄道部品をオークションにて販
売いたします。詳細は下記のとおりです。
記
１．2013 わくわく鉄道フェスタ
◇開催日…平成 25 年 5 月 18 日（土）
◇開催時間…10 時から 15 時まで
◇会場…広瀬川原車両基地
◇交通…ひろせ野鳥の森駅下車徒歩 15 分
※開場時間、展示車両、イベント内容等、急きょ変更になる場合があります。
※駐車場はありません。お車でのご来場は固くお断りいたします。
☆2013 わくわく鉄道フェスタ来場記念品「オリジナルボールペン」
入場無料です。ご来場の方先着 3000 名様に来場記念品をプレゼントいたします。
「わくわく鉄道フェスタ」
普段立ち入ることのできない車両基地を 1 日限定の臨時「広瀬川原」駅
として一般開放し、秩父鉄道への理解を深めていただくイベントです。
平成 17 年（2005 年）から開始し、今年で 9 回目を迎える恒例行事で、
昨年は 5,500 名の来場がありました。

２．
「ED383」ナンバープレート・オークション
◇入札開始金額…300,000 円（入札単位：1 円）
◇入札方法…「2013 わくわく鉄道フェスタ」会場内に設置する箱に、金額と必要事項を記
入した入札用紙を投函してください。入札用紙は会場に用意いたします。
◇入札時間…10 時から 14 時まで
◇結果発表…14 時以降、鉄道ものまね芸人「立川真司ライブ」の中で発表します。
◇入札経過…11 時、12 時、13 時の 3 回その時点での最高入札金額のみ発表します。入札
は何回でもチャレンジすることができます。最終的に入札締切 14 時までに一
番高い金額で入札された方が落札者となります。
◇支払方法…現金のみ
◇そ の 他…ナンバープレートは、現金と引き換えにてお渡ししますが、受け渡し方法等
は、結果発表後、落札者様の相談に応じます。
「ED383」ナンバープレート

現役時代の ED383

・大きさ 縦 200 ㍉×横 660 ㍉×厚み 12 ㍉
さ 約 9.5kg

・重
・材質

銅合金鋳造

・仕様

枠、文字光沢仕上げ、
四隅取り付け孔 10 ㍉貫通

・販売枚数 1 枚
・茶色車体時代の緑地プレート
ED383 は、阪和電鉄のロコ 1000 形として昭和 5～19 年に 4 両製造され
ました。当時の私鉄電機としては大型で、画期的な発電ブレーキを備え
るなど戦前私鉄電機の最高傑作との評価もあります。
阪和電鉄が南海に吸収され、その後国鉄に買収されたのを機に ED38 形
と形式称号が変わり、最初に 1･3 号、少し遅れて 2 号が秩父鉄道所有と
なりました｡貨物列車の牽引に使用され、昭和 56 年（1981 年）に廃車
となりました。

３．その他販売する主な鉄道部品・・・別紙のとおり

４．主なイベント内容
◎秩父鉄道の車両大集合！
★1000 系車両（1001 号・1003 号・1010 号）
わくわく鉄道フェスタで 1000 系車両 3 編成揃っての展示は、これが最後です。

1001 号

1003 号

1010 号

（スカイブルー）

（オレンジバーミリオン）

（秩鉄オリジナルカラー）

★SL パレオエクスプレス☆C58 新デフ装備＋貨車連結
SL 運転室見学（10:00～13:30）

ミニ撮影会（14:30～14:45）

新デフ（後藤工場タイプ）は、鳥取県の後藤工場で 1957 年に改造された C58385 号機用の
切取り式デフを再現したものです。あわせて、形式ナンバープレートも装備します。
※蒸気機関車の両脇にある屏風のような鉄板を除煙板（デフレクター）と呼び、正式名称
は”smoke deflector”です。走行中の空気の流れを上向きに誘導して、運転室からの前方
視界を保ちます。

◇新デフ（後藤工場タイプ）＋形式なしナンバープレート（黒）装備の予定
5 月 18 日（土）わくわく鉄道フェスタにて展示 14:30～ミニ撮影会
5 月 19 日（日）～6 月 30（日） SL パレオエクスプレスとして運転（13 回）
※7 月 6 日（土）～7 月 15 日（日）は以前装備した門デフ（K-9 タイプ）＋形式なしナンバープ
レート（赤）で運転し、7 月 20 日（土）からは、標準デフとナンバープレートに戻します。

★電気機関車・マルタイ・12 系客車（休憩車両）

◎わくわくイベント
★沿線キャラクター大集合
コバトン・ムジナもん・ニャオざね・ふっかちゃん・乙姫ちゃん・寄居甲冑隊
パレオくん＆パレナちゃん・センガタン
各キャラクターの缶バッジをプレゼント！※なくなり次第終了します。
★パンタグラフ操作体験
★軌道モーターカーミニミニトロッコ乗車体験
★SL 転車台模擬運転
★工場作業風景の見学
◎ステージイベント
★鉄道ものまね芸人 立川真司ライブ ※14 時以降オークション結果発表
★熊谷うちわ祭囃子
★熊谷市内中学校 吹奏楽演奏
★熊谷よさこい演舞
★社員有志による秩父屋台囃子
◎ちびっこわくわくイベント
★ぬりえ＆てるてるぼうず募集
★「パレオのごはん（石炭）
」おすそわけ
★制服、制帽等の貸出
★チョロ Q レース大会
★ふわふわドームや金魚すいくいなど
◎販売ブース
★イベント開催記念乗車券セット他
★掲出済のヘッドマーク各種
★秩父鉄道オリジナルグッズ
★フリーマーケット
★広瀬川原駅弁・軽食
★熊谷市 B 級グルメ
★その他出店

埼玉県、東武鉄道、銚子電鉄、秩父農工科学高校

５．お問い合わせ 秩父鉄道株式会社 企画部 048-523-3313（平日 9:00-17:00）
以

上

別紙
☆わくわく鉄道フェスタで販売する主な鉄道部品

１．オークションで販売する部品
品
名
数 量 入札開始金額

旧阪和電鉄ロコ1003号機 → 国鉄の私鉄買収機ナンバーの
ED38形ED383 茶色車体時代の緑地プレート

ED38 3ナンバープレート

１枚

C58 363 ナンバープレート

１枚

50,000円～ 復元時に製造した形式入り予備プレート(黒地)

急行秩父路ヘッドマーク

１枚

10,000円～ 300形電車 旧塗装(茶色)時代のヘッドマーク

急行秩父路ヘッドマーク

１枚

10,000円～ 300形電車 新塗装(黄色)時代のヘッドマーク

２．通常販売する部品
品

300,000円～

概 要 説 明

※未装備

※部品によっては、購入点数を制限する場合があります。

名

ＳＬ用ヘッドマーク
電車用、電気機関車用
ヘッドマーク

数 量

単 価

概 要 説 明

数枚

17,000円 C58363号機に掲出した各種円形ヘッドマーク

多数

12,000円

電車や電気機関車牽引の客車列車に掲出したヘッドマー
ク。1000系電車用とデキ用は円形、7000系列用は角型。

汚損しているが裏面からは｢郵〒便｣の標記が読み取れ、郵
3,000円 便合造制御客車(クハユ31)が 1両だけ在籍して、郵便輸
送を行っていたことの資料的価値があるかもしれません。

側面サボ 手荷物(汚損品)

２枚

汽車会社 製造者銘鈑

７枚

12,000円

1972年に川崎重工業に吸収された車両メーカー、汽車会社
の銘鈑。標記は東京 汽車会社 昭和３４年

１枚

15,000円

旧国鉄 クモハ165-91 に付いていた改造銘鈑。日本国有鉄
道 大船工場 昭和４３年改造

日本国有鉄道 大船工場
改造銘鈑
各社 製造者銘鈑

数枚

7,000円 日本車両、近畿車両、東急車両 旧国鉄101系電車

台車銘鈑

４枚

2,000円 近畿車輛

台車銘鈑

数枚

2,000円 Ｔ６

秩父鉄道社紋

数枚

2,000円 円形 地色各種

駅名板

数枚

2,000円 青地に白文字

駅名鈑

数枚

3,000円 角大型駅名板

乗務員鞄(劣化品)

数個

3,000円 乗務員用の鞄

腕章

各１個

ＫＤ７０(近畿車輛)
縦長の柱取付け用

500円 伝令者、指導者

吊り革

多数

300円 各種

握り棒

数個

300円 電車客室の握り棒

吊下げ式尾灯

１個

25,000円 赤色 色灯式

線路終端標

１個

20,000円 白色 色灯式

壁掛け式電話機

１個

20,000円 磁石式壁掛け電話機 木製ケースの貴重品

車内路線案内図

多数

合図灯(故障品)

数個

スライスレール

多数

運転士胸章

数個

300円 青地に運転士の文字

車掌胸章

数個

300円 赤地に車掌の文字

制帽 帽章

数個

500円 金刺繍 社紋入り

乗務員時刻表

多数

200円 乗務員室

各種ステッカー､車内表示

多数

100円 ドア締切り、禁煙等

使用済みダイヤ

多数

100円 紙製

貨車 車票

多数

100円 紙製

1,500円 客室ドア上に差込む路線案内図
500円 手下げ式
200円～ 各種レールを作業台やウエイト用にスライス

差込式時刻表 紙製

