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「南知多町×名古屋鉄道 南知多町制施行 60周年記念イベント」を実施します 

 名古屋鉄道は、1961 年（昭和 36 年）に内海町、豊浜町、師崎町、篠島村および日間賀島村の合併に

より南知多町が発足してから本年で 60 周年を迎えたことを記念して、11 月 23 日（火・祝）に「南知多町×

名古屋鉄道 南知多町制施行 60周年記念イベント」を開催します。 

本イベントでは、名鉄名古屋駅～内海駅間において、往路は内海行き、復路は名鉄名古屋行きとして、

記念系統板を掲出した 2000系の臨時特急「うつみ」と「名鉄名古屋」を運行するほか、内海駅の硬券入場

券と記念系統板キーホルダーをセットにした「南知多町制施行 60 周年 硬券入場券記念セット」を発売し

ます。さらに、内海駅のホームにおいて南知多町長、内海駅長などによる臨時特急「名鉄名古屋」の出発

式を行います。 

また、南知多町による記念イベントとして、「南知多町制施行 60 周年 硬券入場券記念セット」をご購入

いただいた方限定で、「南知多町制施行 60 周年記念台紙」を進呈するほか、内海駅前のイベント会場に

て抽選会の実施や「徳川家康と服部半蔵忍者隊」の来場などが予定されています。 

詳細は下記の通りです。 

 

記 

 

1. 臨時特急「うつみ」および「名鉄名古屋」の運行 

(1) 運 行 日    11月 23日（火・祝） 

(2) 運行区間    名鉄名古屋駅～内海駅間（往復 2本ずつ運行） 

(3) 編 成 数    4両編成（全車特別車） 

(4) 運行時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) そ の 他 

・ 臨時特急の特別車両券（ミューチケット）は、10月 23日（土）から発売します。 

※名鉄出札係員配置駅（弥富駅、赤池駅を除く）・名鉄名古屋駅サービスセンターおよび特別車停車駅の 

タッチパネル式自動券売機、名鉄ネット予約サービスでご購入いただけます。 

・ 当日の運行状況により、急遽車両の変更が発生する場合があります。 

・ 対象列車には南知多町制施行 60周年を記念して、イラスト系統板を掲出します。 

2000系車両 

① ②

内海 発 13:58 14:29
野間 〃 14:03 14:33

知多奥田 〃 14:06 14:38
美浜緑苑 〃 14:08 14:40
上野間 〃 14:10 14:42
富貴 〃 14:19 14:49

知多武豊 〃 14:23 14:53
青山 〃 14:26 14:56

知多半田 〃 14:29 14:59
阿久比 〃 14:33 15:03
太田川 〃 14:42 15:12
神宮前 〃 14:57 15:27
金山 〃 15:00 15:30

名鉄名古屋 着 15:03 15:33

臨時特急「名鉄名古屋」

① ②

名鉄名古屋 発 11:05 11:35
金山 〃 11:09 11:39

神宮前 〃 11:12 11:42
太田川 〃 11:22 11:52
阿久比 〃 11:31 12:01

知多半田 〃 11:35 12:05
青山 〃 11:37 12:08

知多武豊 〃 11:40 12:11
富貴 〃 11:43 12:16

上野間 〃 11:49 12:26
美浜緑苑 〃 11:51 12:28
知多奥田 〃 11:53 12:30

野間 〃 11:58 12:32
内海 着 12:02 12:36

臨時特急「うつみ」



 

2. 臨時特急「名鉄名古屋」 出発式の実施 

  (1) 実施日時   11月 23日（火・祝） 13時 45分頃 

  (2) 実施箇所  内海駅ホーム （知多郡南知多町大字内海字先苅 171番地 4） 

    （対象列車：内海駅 13時 58分発 臨時特急 名鉄名古屋 行き） 

  (3) 内   容  石黒和彦南知多町長、南知多町キャラクター「ミーナ」、中嶌英昭内海駅長による 

     臨時特急への発車合図および「徳川家康と服部半蔵忍者隊」によるお見送り。 

     ※天候などにより、列車が遅延や運休する場合がございます。 

 

3. 「南知多町制施行 60周年 硬券入場券記念セット」の発売 

(1) 発売日時   11月 23日（火・祝） 10時 30分～15時 00分 

(2) 発売箇所   内海駅特設発売所   

(3) 発売内容    ・「内海駅」の通常硬券入場券（当日限り有効） 

     ・南知多町制施行 60周年 記念系統板 デザインキーホルダー 

      ※キーホルダーのデザインは 3種類あり、3種類のうち 1種をお選びいただけます。 

  (4) 発売金額  1セット 900円※小児の設定はございません。 

  (5) 発 売 数   1種類 500セット限定（3種類合計 1,500セット、なくなり次第終了） 

  (6) そ の 他   お一人様 1回のご購入につき 3セットまでとさせていただきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お客さまからのお問合せ先 

名鉄お客さまセンター TEL052‐582‐5151（平日 8:00～19:00 土日祝 8:00～18:00） 

 

 キーホルダーイメージ 

（Aデザイン） （Bデザイン） （Cデザイン） 

サイズ （4cm×5.5cm【デザイン部分】） 

以 上 



 

 

【参考：当日は、10時 30分～15時にかけて内海駅前イベント会場において南知多町による下記イベントも開催されます。】 

企画・イベント 実施内容 

臨時列車到着時におけるお出迎え 

 

 

11：55頃～および 12：30頃～ 

臨時列車到着時に「知多半島和太鼓こころ会」による和太鼓の演奏

や、「徳川家康と服部半蔵忍者隊」、南知多町キャラクター「ミーナ」

によるお出迎えがあります。（各回 10分程度） 

南知多町制施行 60周年記念台紙の引き換え 

 

10：30頃～（硬券入場券記念セットがなくなり次第終了） 

硬券入場券記念セットには、1 セットに 1 枚記念台紙引換券が付い

ています。この券をお持ちの方に記念台紙をお渡しします。 

※記念台紙への引き換えはイベント当日限り有効です。 

抽選会の実施 抽選券配布 10：30頃～ 抽選会 13：00頃～ 

当日イベント会場へご来場の方に、抽選券をお一人様につき 1 枚

配布します（なくなり次第終了）。 

抽選会では名古屋鉄道の列車系統板や、南知多町で利用できる

宿泊券や食事券などが当たります。 

キッチンカーの来場および売店出店 

 

10：30頃～15：00頃 

海鮮串焼き、焼きそばおよびフランクフルトのキッチンカーが来場す

るほか、特設売店において、えびせんべいや地元名菓を販売しま

す。 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、キッチンカー来場や売店の

出店を取りやめる場合があります。 

「徳川家康と服部半蔵忍者隊」・南知多町キャラ

クター「ミーナ」・南知多ビーチランド＆南知多

おもちゃ王国のキャラクター来場 

「徳川家康と服部半蔵忍者隊」、南知多町キャラクター「ミーナ」およ

び南知多ビーチランド＆南知多おもちゃ王国のキャラクターが来場

して、イベントを盛り上げます。 

海っ子バス（コミュニティバス）車両展示 10：30頃～15：00頃 

小型の海っ子バス（ポンチョ型車両）1 台を展示します。実物のバス

に触れていただき、記念撮影などをしていただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

南知多町制施行 60周年記念台紙イメージ 

（お も て） （う ら） 

別紙 


