
100周年を記念した切手をイベント会場にて販売します。
歴代の市電・地下鉄の車両や市バスの車両を用いたオリジナル
フレームの切手です。

通常販売場所：神戸市内の全郵便局及び西宮市の山口局（計184局）

※簡易郵便局は除く　

販売価格 1,300円（税込）

交通局の物販ブース
で1,500円以上お買
い上げの先着50名
の方にプレゼント！

オスモ登場！！
その場ですぐにオリジナルスタンプができる

お問い合わせ
神戸医療
センター
下バス停

（旧国立病院）
神戸医療センター

ガソリンスタンド

神戸医療
センター下
バス停

交番

至三宮

市バス76系統に
ご乗車ください

●名谷駅より市バス76系統
「神戸医療センター下」下車徒歩約5分
●名谷駅より徒歩約20分 

会場へのアクセス

周辺に駐車場はございません。 市バス・地下鉄をご利用ください。

めじろ押し商品の紹介

神戸市交通局経営企画部営業推進課
☎078－322－5994

（平日8:45～17:30)

当日の荒天中止情報のお問い合わせ

神戸市イベント案内・申込センター
☎078－333－3372

（当日の朝8時から音声案内)

市バス・地下鉄お客様サービスコーナー
☎078－321－0484
（9:00～20:00 年中無休)

お問い合わせ 当日の荒天中止情報のお問い合わせ

神戸市交通局経営企画部営業推進課
☎078－322－5994

神戸市イベント案内・申込センター
☎078－333－3372

（平日8:45～17:30) （当日の朝8時から音声案内)

市バス・地下鉄お客様サービスコーナー
☎078－321－0484
（9:00～20:00 年中無休)

神戸市交通局沿線ＮＡＶＩ(http://ktbsp.jp/)

《ご注意》駐車場はございませんので、市バス・地下鉄をご利用ください。周辺商業施設等の駐車場へは駐車しないでください。
開場(10時)の際は、混乱防止の観点から職員が整列を行います。

検索沿線ナビ

交通フェスティバル
2017

おかげさまで
100周年！

9/24（日）平成
29年

地下鉄名谷駅

会場

入 場
無 料

10：00〜15：00
（入場14：30まで）

荒天中止

in 名 谷 車 両 基 地

名
谷

車
両

基
地

を楽しもう♪

イベント当日の購入は、お一人様4個までとし、当日配布
する整理券を持って物販ブースまでお越しください。
整理券は10：00より交通局の物販ブースで配布します。

鉄道模型専門店 レールクラフト阿波座

数々のテレビ・ラジオ番組で大活躍中の

斉藤雪乃さんも来場します！！

鉄道コレクション
（1/150スケール Nゲージ）

ついに発売！！
神戸市交通局史上初、鉄道コレクション
（1000形）が物販ブースにて発売開始。鉄
道ファンが待ち望んだグッズが100周年
記念として登場します。
数量限定発売となりますので
この機会にぜひ手にしてください！

数量
限定

日 本 郵 便 株 式 会 社シ ヤ チ ハ タ 株 式 会 社

フレーム３種類の中から
ひとつとお好きな写真を
組み合わせて作成します。
お手紙などに押して友達
や家族に渡しませんか？
※雨天時中止になる可能性
がございます。予めご了承
ください。

数量
限定

多くの鉄道ファンが、残しておきたい一枚の写真。
市営地下鉄西神・山手線1000形・2000形・3000形
と北神急行7000系が名谷車両基地に集結します。
また、10：30～11：30までの時間帯は、事前募集
イベントとして20名様限定の撮影会を開催します。

●事前申込は往復はがきで、1枚につき1名様のみ可（9月4日消印有効）
●撮影ポイントについては、あらかじめ交通局が指定した場所に限ります。
●当選者は、あらかじめ指定した時間帯で10分程度撮影を行うことが可能です。
●当選された方は、より車両に近い場所をご案内します。
●中学生以下の方は同伴者1名（20歳以上）とお越しください。

神戸市営地下鉄・北神急行 車両写真撮影会

募集人数

20名

10：30～14：30 （予定）

11：00～11：50 （予定）

10：45～10：55 （予定）

地下鉄「名谷駅」から「名谷車両基地」（イベント会場）までの間を、
100周年記念特別便として１便運行します。（限定100組）ふだん乗
車することができない区間を走りますので、ぜひご応募ください。

神戸市営交通100周年記念セレモニーを当イベント
会場で実施します。記念セレモニーでは、神戸市営
交通100周年記念動画の上映や動画のＢＧＭに楽曲
提供いただいた地下鉄沿線出身のデュオ「にこいち」
による演奏、須磨翔風高等学校和太鼓部による演奏
等を予定しています。

●事前申込は往復はがきで、1枚につき4名様まで可（9月4日消印有効）。
●特別便は、名谷発の1便（送り）のみです。
●運行時間は、10分程度です。
●特別便にご乗車の際に運賃は発生しません。
●集合時間及び発車時間は変更する場合があります。
●集合時間等の詳細は当選はがきにてお知らせします。

100周年記念特別便の運行

100周年記念セレモニー

地下鉄西神・山手線「名谷駅」から「名谷車両基地」運行区間

ステージエリア

ピットツアー見学、地下鉄運転シミュレーター体験も事前募集中！（9月4日消印有効）

開催場所

募集人数

100組

交通局オリジナルグッズ
物販ブースにて100周年記念ＮＥＷ Ｕラインカードやスルッと
KANSAI電車＆バスカレンダー2018を販売します！その他にもさま
ざまなグッズをご用意していますので、ぜひお立ち寄りください。

市営交通100周年を記念
して、『鉄道コレクション』
用オリジナルグッズを販売
致します。

1116編成、1117編成、
1118編成の各車番と局章
を収録しています。

神戸市交1000形
各車番インレタ

神戸市交1000形ステッカー

前面と側面の方向幕、優先座席・女性専用車両等の
マーク類をステッカーで再現します。

スルッとKANSAI
電車＆バス

カレンダー2018
販売価格
800円（税込）

10：30～11：30は事前申込による当選者のみ撮影可。

事前申込の方法は交通局沿線NAVI（http://ktbsp.jp/）にてご確認ください。

事前申込の方法は
交通局沿線NAV I

（http://ktbsp.jp/）
にてご確認ください。

販売価格：4,500円（税込）

特別ゲスト

斉藤雪乃さん

100周年記念
ＮＥＷ Ｕライン

カード
販売価格

3,000円（税込）



トークショーなどに参加します。
わたしと一緒に市営交通100周年を

お祝いしましょう。みなさまのご来場
お待ちしています。

特別ゲスト

斉藤雪乃さん
保
線
作
業
所

（
立
入
禁
止
）

（立入禁止）

検車庫（立入禁止）

駐輪場

電気作業所

男子トイレ女子トイレ

授乳室

多目的（洋式）
トイレ

喫煙コーナー

入
口

出
入
口

出
口

おむつ替えコーナー 会場
入口

交通フェスティバル2017

会場案内図
休憩
場所

総合案内所

総合事務所1F

受付

見学

見学

見学

見学 見学
見学

見学

見学

体験

体験

体験

体験

STAMP

・プラレールプレイランド
・おむつ替えコーナー
・授乳室

参加される皆様へのお願い ●立入禁止箇所には絶対に入らないでください。 ●線路内には絶対に立ち入らないでください。 ●係員の指示には必ず従ってください。 ●場内は禁煙です。喫煙コーナーをご利用ください。 ●場内でのけがや他に与えた損害については、主催者は一切の責任をおいません。 ●場内に駐車場はございません。車での来場はご遠慮ください。 

名谷車両基地へようこそ
部品販売今年もやります！！

物販ブースにて今年も地下鉄、市バスの部品を販売します！
使わなくなった座席シートや方向幕はいかがでしょうか…？
お目当ての商品が見つかるかも。

市営地下鉄・北神急行車両の写真を撮ろう！

市営地下鉄・北神急行 車両写真撮影会1

保守車両展示2

電車が鉄道用の車両洗浄機を
通過するところを体験しよう!

11:15、12:00、12:45
13:30、14:15

洗車体験エリア3

昔懐かしい神戸市電と当時の貴重な資料を展示!

市電庫エリア4

おさるが運転する電車に
乗って一緒に遊ぼう!

※小学生以下・雨天中止

ミニ電車エリア5

映像を見ながら、
駅掌業務を体験しよう！

模擬駅務体験エリア6

地下鉄運転シミュレーター体験7
実際のハンドル操作で運転模擬体験をしよう！ 車輪やモーターなど電車の仕組みを見てみよう！

※参加には事前募集の
　当選はがきが必要です。
※所要時間は20～30分です。
※詳細は当選はがきにてお知ら
　せします。

検車庫ピットツアー8 Nゲージジオラマ展示9
車両工場見学ツアー

工場見学エリア10

地下鉄の運転台に立って
運転士気分を味わおう!

地下鉄運転台見学11

ボンネットバス・ノンステップ
バスの運転士気分を味わおう！

市バスエリア

飲食エリア

ステージエリア

物販エリア

12

市営地下鉄・北神急行 車両写真撮影会受付1

検車庫ピットツアー8

部品販売13

Nゲージジオラマ展示9

地下鉄運転台見学11

市バスエリア12

市バスエリア12

工場見学エリア10

地下鉄運転シミュレーター体験 7

洗車体験
エリア

3

市電庫
エリア

4
ミニ電車
エリア

5

模擬駅務
体験エリア

6

保守車両
展示

2

部品販売13

鉄道・バスおもちゃ・乗車券など
を販売します。鉄道コレクション
の販売もこちらで行います。

（参加社局) 
神戸交通振興、神戸電鉄、
神姫バス、北神急行電鉄 ほか

ステージ
エリア

開催
時間

※老朽化のため市電の中に入ることを一部制限しています。

部品販売ブースの混雑を避けるため、時間及び購入数
は制限させていただきます。

　　　　100周年を記念してスタンプラリーも開催します！

車両基地内に散らばっているオリジナルスタンプを集めよう！

全てのスタンプを集めた参加者には100周年オリジナルグッズ

をプレゼント！スタンプラリーの用紙は

で配布しているよ！

神戸市営交通100周年を記念し、これ
までのあゆみを知っていただくと
ともに、利用者の皆様への感謝を
伝えるために作成した動画（5分版）
を記念式典で初公開します！

スタンプラリーもやってるよ！！ 先着
200名様

13：00～14：30頃

開催時間

※参加には事前募集の
　当選はがきが必要です。
※会場は地下になりますので
　階段にご注意ください。
※詳細は当選はがきにてお知らせします。

10：00～14：15

開催時間

10：00～14：15

開催時間

10：00～14：15開催時間

※10：30～11：30までは、事前申込による当選者のみ撮影可　
※11：30以降は一般開放します。
※詳細は当選はがきにてお知らせします。

10：30～14：30（予定）開催時間

動画初公開！
5分版

飲食エリア

小学生以下対象・参加無料

お昼ご飯や休憩に、
食べ物・飲み物はこちらでどうぞ！
神戸ふれあい工房のおかし缶が
今年も登場します。

各回先着
300名

物
販
エ
リ
ア

事前募集

受付：市バスエリア

事前募集

一部事前募集

ヴィッセル神戸クラブマスコットモ―ヴィと
神戸交通振興（株）のループにゃんもやってくる！

「にこいち」ライブもあり！
一緒にステージを盛り上げよう！

100周年オリジナルグッズをプレゼント！

11:45～
13：45～

開催時間


