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※画像はイメージです。 

第１回トキ鉄販売プロジェクトの御案内 

 

この度、えちごトキめき鉄道では、鉄道部品（廃品となった鉄道関連部品等）の販売会を

初めて実施いたします。旧北陸本線由来の品や「えちごトキめきリゾート雪月花」の関連品

を御用意し、皆様のお越しをお待ちしております。また、糸魚川駅にあった検修庫で使用さ

れていた赤レンガを初めて放出いたします。詳しくは次のとおりです。 

 

１．名  称 「第１回トキ鉄販売プロジェクト」 

２．実施日時 平成 30 年 4 月 22 日（日） 13 時 00 分受付開始 

※入札・抽選ボックス受付時間：13時 00分から 15時 00分 

３．会  場 糸魚川駅改札口前特設会場 

４．参加方法 

（１）当日、直接会場にお越しください。 

※公共の自由通路が会場です。他のお客様に御配慮ください。 

（２）一部商品については、入札形式や抽選形式となります。当日会場で配布される書類に

必要事項を記入の上、係員にお渡しください。公平性の観点から時間外の受付はいか

なる理由でも固くお断りいたします。また、書類に不備があった場合、資格を失う可

能性があります。投函前に係員に記載方法に関する相談を行うことは可能です。 

５．販売予定品リスト 

（１）現在、出品を検討している商品リストです。 

課題がクリアになって出品予定となったものから随時お知らせいたします。 

（２）商品は現状有姿での引渡しです。状態については当日会場にて現物を御確認ください。 

（３）価格は参考価格です。実際の商品によって異なります。 

（４）一部商品を除き、証明書を添付いたします。再発行はいたしません。 
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商品名 画像（イメージ） 販売価格 

(最低価格) 

販売 

方法 

その他 

赤レンガ 

【出品予定】 

 

\2,000 先着 ・サ イ ズ：１１０×２３０ 

・使用箇所：旧糸魚川運転センター検修庫 

・限 定 数：２０個（お１人様１個限り） 

【商品説明】御存知、旧ＪＲ糸魚川運転センター検修庫の一部を成していたレンガの実物である。ＪＲから

解体部品を引継ぎ、弊社が保管している物の中から今回、初めて出品する。大放出の限定数は

２０個を御用意。こちらは先着順とするため、お早く会場に来られたい。 

サボプレート 

（冬期特別運行） 

【出品予定】 

 

\50,000 入札 ・正式名称：行先表示板（サボプレート） 

・サ イ ズ：１４０×６００ 

・使用箇所：えちごトキめきリゾート雪月花 

・材  質：アルミ 

【商品説明】先日２月２５日まで、あの雪月花が身に纏った、最もホットな代物。平成２８年度、平成２９

年度の冬期特別運行にて使用したサボの実物で、デザインは川西康之氏。４枚しかないサボの

うち２枚を特別に御用意。 

出発信号機 

【出品検討中】 

 

\30,000 入札 ・正式名称：多灯形色灯信号機 

・サ イ ズ：１０００×６００（引取り方応相談） 

・使用箇所：名立駅下本線 

・そ の 他：成人男性であれば運搬に支障ない重量 

【商品説明】日本海ひすいライン名立駅にて下本線（通過用）出発信号機として、旧北陸本線時代の平成５

年から使用されたもの。「雷鳥」「白鳥」「北越」といった数えきれないほどの北陸特急の運転

士たちが、数えきれないほどの喚呼を繰り返した信号機である。信号機のＬＥＤ化のため、本

年２月、その座を後継機に譲った。 

場内信号機 

（トンネル用） 

【出品検討中】 

 

\25,000 入札 ・サ イ ズ：８００×１５０（引取り方応相談） 

・使用箇所：名立駅下本線（頸城トンネル内） 

・そ の 他：成人男性であれば運搬に支障ない重量 

【商品説明】日本海ひすいライン「頸城トンネル」にて名立駅下本線（通過用）場内信号機として、旧北陸

本線時代の平成２年から、先日２月のＬＥＤ化まで使用されたもの。耳をすませば、時速 130

キロでトンネル内を疾走する「特急はくたか」号のあの爆音が聞こえてくるかもしれない。 

発車時刻表 

【出品検討中】 

 

\40,000 入札 ・サ イ ズ：１０００×１２００（引取り方応相談） 

・使用箇所：旧ＪＲ直江津駅 

・材  質：プラスチックに印字 

・そ の 他：左下に３６０×５７０の欠けあり 

【商品説明】旧ＪＲ直江津駅にて平成初期に使用されたと推察される発車時刻表。「特急あさま」「急行きた

ぐに」をはじめとした、往年の名列車たちの発車時刻が連なる。惜しむらくは完品ではないこ

と。長年施設の階段下に眠っていたものだが、ある時、強度あるプラ板を資材に流用したのだ

ろうか。自信を持ってお送りする逸品であるが、大きく値引きした。 
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列車編成表 

【出品検討中】 

 

\40,000 入札 ・サ イ ズ：１０００×１２００（引取り方応相談） 

・使用箇所：旧ＪＲ直江津駅 

・材  質：プラスチック・ビニール 

・そ の 他：劣化によるベタつきあり 

【商品説明】旧ＪＲ直江津駅にて平成初期に使用されたと推察される編成案内。今回の調査で初めて存在が

確認された。「白鳥」「雷鳥」「かがやき」「あさま」。見上げればきっと、国鉄特急の重たい音

が近付いてくる。直江津の海風からプラ板を守るためであろうか、ビニールが巻き付けてあり

劣化が激しい。こちらも自信を持ってお送りする逸品であるが、大きく値引きする。 

号車番号札 

（特急はくたか） 

【出品検討中】 

 

\8,000 入札 ・サ イ ズ：３５０×２００ 

・使用箇所：旧ＪＲ直江津駅ホーム 

・材  質：プラスチックほか 

・表記内容：２号車 はくたか号 指定席 

【商品説明】人気の高い「特急はくたか」号の号車番号札を放出する。平成２６年３月１３日、さよなら列

車を見送った号車番号札であることを考えれば、値段の差にも頷ける。直江津駅の風雪に耐え、

乗車口を案内してきた汚れが何とも言えない仕上がり。 

号車番号札各種 

【出品検討中】 

 

\5,000 先着 ・サ イ ズ：３５０×２００ほか 

・使用箇所：旧ＪＲ直江津駅ホーム 

・材  質：プラスチックほか 

・表記内容：当日のお楽しみ 

【商品説明】その他、いくつかの号車番号札を放出する。「快速くびきの」「臨時」、どんな列車があるかは

当日のお楽しみ。こちらは先着順とさせていただく。 

注意看板 

【出品検討中】 

 

\1,000 先着 ・サ イ ズ：３００×２１０ 

・使用箇所：旧ＪＲ直江津駅 

・材  質：プラスチック 

・表記内容：関係者以外 通行禁止 直江津駅長 

【商品説明】かつて直江津駅構内で使用したプラ板。詳細は不明。欠けもあり、安価で提供する。 

ＡＴＳ地上子 

（カバーのみ） 

【出品検討中】 

 

\1,000 先着 ・サ イ ズ：２８０×５１０ 

・使用箇所：名立駅下本線 

・そ の 他：外殻のみ・台座付き 

【商品説明】ＡＴＳ（自動列車停止装置）の地上子の一部。日本海ひすいライン名立駅下本線の速度照査と

して、旧北陸本線時代の平成２１年から最近まで、名列車たちの安全を見守ってきた。現役中

は間近で見ることは少ないが、紙袋で持ち帰り可能なサイズとなっている。 

スピーカー 

（ＪＲマーク） 

【出品検討中】 

 

\5,000 先着 ・サ イ ズ：１５０×２５０ 

・使用箇所：直江津駅 

・動作状態：未確認 

【商品説明】ＪＲ東日本の駅でよく見かける標準タイプのスピーカー。旧ＪＲ直江津駅時代から最近まで使

用され、数々の列車の到着と発車を告げて来た個体である。 
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ポスターセット 

（雪月花の四季） 

【出品予定】 

 

\5,000 抽選 ・サ イ ズ：Ｂ１ 

・使用箇所：各駅 

・材  質：コート紙 

・限 定 数：３セット（お１人様１セット限り） 

【商品説明】お客様から大変御好評をいただいており、販売を再三熱望されてきた雪月花のポスター。今回

はその声に応え初めてラインナップに加える。川西康之氏デザインで、春夏秋冬に通年使用の

赤を加えたフルセット。使用品のため価格を抑えた。３セット限定で抽選とさせていただく。 

中吊り広告 

（雪月花・秋） 

【出品予定】 

 

\800 先着 ・サ イ ズ：Ｂ３ 

・使用箇所：列車内 

・材  質：コート紙 

・限 定 数：１０枚（お１人様１枚限り） 

【商品説明】上記ポスターの中吊りバージョンより「秋」を放出。川西デザイナーが上越の秋を象徴する稲

穂と紅葉をモチーフとしている。先着１０枚を御用意。 

三段重 

【出品検討中】 

 

\6,000 抽選 ・サ イ ズ：１２０×１２０×５５（一段につき） 

・使用箇所：えちごトキめきリゾート雪月花 

・材  質：白木 

・限 定 数：２セット（お１人様１セット限り） 

【商品説明】こちらもお客様より販売を熱望されてきた雪月花の三段重。自遊人・岩佐十良氏のデザインに

よる特注の雪月花専用白木三段重である。今回は経年のため交換した中古品を２セット御用意

し、抽選とさせていただく。 

レール文鎮各種 

【出品予定】 

 

\500 先着 ・材  質：鉄 

・そ の 他：状態は様々 

【商品説明】交換済みのレールをカットし、お馴染みの文鎮を御用意。こちらは数を確保したが、先着順の

ため売切れの際は御容赦願いたい。通常の「５０キロレール」に加え、現在は使用されていな

い作業用の「導（みち）レール」も加えた。かわいらしい上、希少な存在である。弊社が使用

したレールである以上、かつてどんな列車が上を通ったかは、御想像にお任せする。 

※御紹介した商品はリストの一部です。 


