
  

2009 年 10 月 1 日 

スカパーＪＳＡＴ株式会社 

 

 
～ 今年もやります！「スカパー！ “鉄道の日”特集」 ～ 

スカパー！ では、１０月 14 日の“鉄道の日”に合わせ、 

鉄道関連番組を一挙に放送いたします！ 
 

 スカパーJSAT 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：秋山 政徳）は、10 月 14 日の“鉄道の日”に合

わせ、10 月に鉄道番組特集を編成します。 

  

スカパー！では、10 月 14 日の鉄道の日に合わせ、10 月 1 日より鉄道関連番組を一挙に放送いたします。今年はコアな

ファンから初心者まで、すべての鉄道ファンにご満足いただけるコンテンツをご用意いたしました。鉄道の様々な魅力をハイ

ビジョンの高画質で是非ご堪能下さい。 

 

＜スカパー！ “鉄道の日”特集＞ 

今年もやります、「スカパー！“鉄道の日”特集」！近年、鉄道ブームが再来していますが、今回は、コアな鉄道ファンから

「鉄道にちょっと興味がある」という初心者の方にも楽しんで頂けるよう、幅広いラインナップをご用意しました。 

列車に乗って移動することに至上の喜びを感じる【乗り鉄】、列車のメカニズム部分に魅了された【メカ鉄】、撮りたいもの

があったら全国どこにでも飛んで行って撮影を行う【撮り鉄】、駅舎をこよなく愛する【駅鉄】、とにかく鉄道に関することなら

【何でも鉄】等、すべての鉄道ファンに捧げます。 

また、スカパーＪＳＡＴがブース出展する“鉄道フェスティバル”（10 月 10、11 日に日比谷公園にて開催）の模様は 10 月 22

日より放送する予定です。 

 

＜スカパー！鉄道大使決定＞ 

 『スカパー！鉄道大使』に CM や雑誌で活躍中の人気モデル「紗耶（さや）」さんが就任。日本初の

“鉄モ（鉄道モデル）”として、「スカパー！鉄道の日特集」の魅力をＰＲしていただきます。 

 また、紗耶さんには、「スカパー！鉄道の日特集」を記念してオリジナルの“駅弁”をプロデュース

していただくことになりました。女性、モデルという視点からのこだわりのお弁当となっております。こ

ちらのお弁当は、紗耶さんご本人も出演される“鉄道フェスティバル”にて、発売させていただくこと

が決定。当日の会場以外でも、10 月 11 日より数量限定ではございますがお求めいただけます。 
スカパー！ 鉄道大使 紗耶さん  

＜鉄道の日フェスティバルに参加決定＞ 

  10 月 10 日（土）、11 日（日）に日比谷公園にて開催されるイベント“鉄道の日フェスティバル”にスカパーＪＳＡＴも参加いた

します。当日は会場内にブースを開設し、11 日（日）には会場内の特設ステージにてトークショーを行います。トークショーで

は、『スカパー！鉄道大使』の紗耶さんをはじめ、元祖“鉄ドル”の木村裕子さん、スカパー！プロモチャンネルに出演中の辰

巳奈津子さんなどが出演し、鉄道トークで盛り上がっていただきます。 

こちらのトークショーの模様はスカパー！プロモ（スカパー！Ｃｈ．200／無料）および e2 プロモ（スカパー！e2 Ｃｈ．100／

契約者無料）にて、10/22（木）より放送いたします。 

 

◆「スカパー！鉄道の日特集」特設サイト（スカパー！公式サイト内）http://www.skyperfectv.co.jp/culture/tetsudo/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skyperfectv.co.jp/culture/tetsudo/


 

 

＜ご参考＞ 

■ 紗耶さんプロフィール           

   生年月日：  1987 年 2 月 14 日 （22 歳） 

 出身地：  アメリカ （アメリカ人の父と日本人の母のハーフ） 

 身長：   168cm 

 趣味：  鉄道全般のほか、音楽 歌 読書 

 特技：  ギター（15 年） バイオリン（17 年） 

 主な出演広告： ワコール LALAN、atre など 

 主な出演雑誌： Sweet、MORE、BAILA、25ans など 

 所属：  ㈱スーパーコンチネンタル 

 

  ●鉄道大使就任の経緯 

列車に乗る旅も、車両そのものも、路線図や時刻表を見ることも、全部ひっくるめての『鉄道好き』。 

そんな欲張りな鉄道ファンである紗耶さんにとっても、スカパー! のラインナップは、いろんな角度から楽しめる魅

力たっぷりのコンテンツであり、大使をお願いする運びとなりました。 

今回、鉄道大使就任により、鉄道アイドルを超える究極の「鉄子」、“鉄モ” （鉄道モデル）として、新たにデビューし

ます。 

 

  ●鉄道大使としての主な活動 

 ① スカパー！公式サイトオリジナル動画※10 月 1 日（木）アップ予定での PR 

 ② スカパー！プロモチャンネルでの PR 

 ③ 2009 年 10 月 11 日（日）「鉄道フェスティバル」（会場：日比谷公園）でのステージトークショー出演 

 ④ オリジナル駅弁プロデュース ※㈱日本レストランエンタプライズ（NRE）にて販売予定 

などを予定しています。 

 

■ 「鉄道の日」特集について 

特集放送日： 2009 年 10 月～11 月 

番組内容： 旅行・紀行・鉄道模型・車両特集・ドラマ・駅弁など、バリエーション豊富に放送予定 

 ※ レギュラー放送中の一部の番組は、11 月以降もお楽しみいただけます 

 

■ 「鉄道の日」について 

1872 年 10 月 14 日、新橋～横浜間に日本で初めて鉄道が開通した日を記念した記念日で、全国で関連したイベントが行わ

れます。 2009 年 10 月 10 日（土）、11 日（日）には、東京・日比谷公園で「鉄道フェスティバル」も開催され、スカパーJSAT

株式会社は「スペシャル・メディア・サポーター」として特別協賛します。PR ステージには、多数鉄道タレントや紗耶さんも登

場、トークショーなどを実施予定です。 

  

 

 

 

 

 

 



番組名 番組内容 
放送チャ

ンネル 

Ｃｈ番

号 

ｽｶﾊﾟｰ! 

Ｃｈ番号 

ｽｶﾊﾟ

ｰ!e2 

放送日 

乗り鉄 

ハイビジョンスペシャ

ル 

「特急列車大図鑑」 

180 度の風景が楽しめる展望車。カーブで車体を傾けて走

るふりこ式列車など、ユニークなデザインはこれまでの型

にはまった特急列車のイメージを大きく変えた。およそ 20

種類の特急列車から、その魅力や秘密、旅の楽しみをた

っぷりと紹介。 

チャンネル

銀河 
- Ch.305 

10/11（日） 

後 6：55～後 9：00 

他 

世界の車窓から 

1980 年代から 20 年以上にわたり放送されてきた「世界の

車窓から」。2000 年以降放映の番組から、人気路線をピッ

クアップして特別編集した映像をお届けします。路線ごと

に名場面が収録されており、番組とはひと味違った鉄道の

旅が体験できます。（ナレーター：石丸謙二郎） 

テレ朝チャ

ンネル 

Ch.617

／717 
Ch.301 

10/12（月） 

後 1：10～後 4：40 

他 

新シリーズ・マットの

鉄道万歳！ 

世界を結ぶ交通手段である鉄道を、現役の車掌であるマ

ット・バウンが紹介する新シリーズ。アメリカを走る列車や

最速、最長の列車や線路などを紹介し、窓からの景色を

見せるだけでなく、この機械工学の集大成である巨大な鉄

のかたまりを動かす鉄道職員の血と汗と涙の努力を伝え

る新シリーズ。全 8 話を一挙放送。 

ヒストリーチ

ャンネル™

Ch.674

／370 
Ch.342 

10/10（土） スタート

毎週（土） 

後 10:00～深 0:00 

他 

木村裕子の女二人

鉄道旅 

「鉄ドル(＝鉄道アイドル)」木村裕子が、旅チャンネルに登

場！旅のテーマは「オンナ同士の鉄道旅行」。鉄道を愛す

る木村裕子と友人の女性のふたりで旅にでます。 

旅チャンネ

ル 

Ch.687

／277 
Ch.362 

10/2(金) 

深 11:00～深 0:00  

青木裕子の「津軽鉄

道の旅」 

ＴＢＳアナウンサーの青木裕子が、青森県・津軽地方を訪

れる。この地域を走る《津軽鉄道》の沿線を中心に、津軽

地方各地のおすすめスポットや美味しい食べ物を紹介す

る鉄道紀行番組。 

TBS チャン

ネル 

Ch.616

／363 
Ch.301 

10/11（日） 

後 11:00～深 0:00 

他 

出水麻衣の日本全

国駅弁選手権「肥薩

線」 

2006 年ＴＢＳ入社の出水麻衣アナが、九州にある鉄道路

線“肥薩線”に乗ってゆく旅。肥薩線は鹿児島県隼人（は

やと）駅と熊本県八代（やつしろ）駅を結ぶ全長１２４．２キ

ロメートルの路線を旅する。 

TBS チャン

ネル 

Ch.616

／363 
Ch.301 

10/11（日） 

深 1:00～深 1:30 他

『川島令三＆向谷実

の鉄道マニア倶楽

部』 Ｖｅｒ．1 ～３ 

生粋の鉄道マニア、川島令三と向谷実が織りなす鉄道ト

ークバラエティ！あの鉄道マニア倶楽部１～３を鉄道特集

に合わせてアンコール放送！！鉄道アナリストの川島令

三とミュージシャンにして鉄道シミュレーターの開発に携わ

るなど、鉄道のスペシャリスト向谷実が、気になる車両の

紹介やマニア垂涎の情報などをお伝えします！ 

MONDO21
Ch.659

／279 
- 

10/1（木）～10/30

（金） 

前 10:30～前 11:00 



『乗り鉄おすすめ！

鉄道トラベラーズ』

『乗り鉄トラベラーズ

２nd シーズン』 

最強鉄道マニア横見浩彦と木村裕子の乗り鉄旅！！ 

番組では日本全国全駅を乗り潰した男・横見浩彦が独自

の視点とプランで、その路線の魅力を余すことなく紹介。

同行するのは鉄道大好きアイドル、別名「鉄ドル」（鉄道ア

イドル）木村裕子！一万駅下車という偉業を達成したキン

グ・オブ・鉄道マニアの横見浩彦はどんな鉄道旅行を提案

するのか！？ 

MONDO21
Ch.659

／279 
- 

10/1（木）～10/25

（日）前 9:00～前

9:30 

メカ鉄 

みんなの鉄道「もう見

る事が出来ない廃線

路線一挙放送！」 

2004 年 4 月 14 日から 2008 年 9 月 4 日まで 4 年間で全

85 話を放送した革命的電車番組、『みんなの鉄道』。最終

回放送直後から継続希望や第 1 話からの再放送のリクエ

ストが 100 件以上寄せられている。 

10月14日の鉄道記念日と言えば、新橋—横浜間に初めて

蒸気機関車の鉄道が開通した日です。今回は“もう見るこ

とが出来ない”路線を特別にお送り致します！ 

フジテレビ

ＯＮＥ 

Ch.614

／739 
Ch.307 

10/14(水) 

前 7：00～後 12：00 

後 6:00～後 11:00 

新・みんなの鉄道 

2009 年 4 月から『みんなの鉄道』の後継として新たにスタ

ートした『新・みんなの鉄道』。この番組のテーマである『鉄

道解体新書』というテーマは変わらず、普段見る事が出来

ない電車の仕組みや日々の点検などを詳しく解説してい

く。 

フジテレビ

ＯＮＥ 

Ch.614

／739 
Ch.307 

10/7（水） 

深 1：10～2：10 他 

鉄道モノ談義 

鉄道ファン必聴の鉄道トーク番組！ 

パーソナリティとして活躍し、ラジオで鉄道コーナーを設け

る程の鉄道好きな“くず哲也”と、「MOTOR MAN」などの活

動で有名な鉄道音楽界の第一人者、スーパーベルズ野月

貴弘が贈る最強の鉄道トーク番組！古今東西の鉄道部

品、切符、鉄道グッズなどの「鉄道モノ」を紹介し、その「モ

ノ」の希少性や現役時の背景や活躍ぶりを熱く語り合う怒

濤の番組。 

MONDO21
Ch.659

／279 
- 

 

10/4(日) 

前 10:00～ 他 

0 系 1964～2008 

東京オリンピック開催に合わせて 1964 年に誕生した新幹

線、通称“0 系”。2008 年 11 月に完全引退した“0 系”新幹

線の博多総合車両所での貴重な映像を含む、滅多に見る

ことができない 0 系の解体映像、0 系に携わった関係者や

運転手、現場清掃員による貴重なインタビューなどを収録

したドキュメンタリー。 

ヒストリーチ

ャンネル™

Ch.674

／370 
Ch.342 

10/3（土） 

後 10:00～後 11:00 

他 

永遠なる５００系 

トンネルやカーブが多い日本の路線で不可能と言われて

いた時速 300km での走行を実現した新幹線、通称“500

系”。500 系が収容されている博多総合車両所内を取材

し、検査の模様や改造工事風景などの貴重映像を通し

て、誕生までの歴史を振り返る。 

ヒストリーチ

ャンネル™

Ch.674

／370 
Ch.342 

10/3 日（土） 

後 11:00～深 0:00 

他 



木村裕子の恋する鉄

道修行旅 

「鉄ドル(＝鉄道アイドル)」木村裕子が鉄道に恋するパワ

ーで妄想＆暴走する番組が旅チャンネルに登場！ 

全国の鉄道路線へ「鉄ドル的視点」 で飛び出す鉄道バラ

エティ番組です。 

旅チャンネ

ル 

Ch.687

／277 
Ch.362 

10/12(月) 

前 10:00～ 他 

撮り鉄 

カメラと旅する鉄道

風景 

鉄道写真の撮影ポイント＆テクニックを紹介！ 

思わずカメラを構えたくなる、旅の風景の数々。そん

な心に残るシーンを撮影するべく、鉄道カメラマンが

日本各地を練り歩きます！ご当地の名所や絶品料

理などを紹介しながら、「これは！」と思うポイントが

あればいつでもどこでもシャッターを切る、１人気ま

まな撮影の旅。プロカメラマン解説により、カメラに関

するテクニックや絶好の撮影ポイントなどを学ぶこと

もできます。 

MONDO21
Ch.659

／279 
- 

 

10/1(木) 

後 9:00～ 他 

蒸気機関車時代 

世界的な鉄道画家にして国鉄車輌部門のデザイナ

ー、黒岩保美が残した未発表の数百タイトルに及ぶ

映像作品から厳選。彼の画家としてのカメラ眼と、鉄

道を知り尽くした国鉄マンならではのユニークなカメ

ラ・アングルがとらえた美しく正確な映像で、蒸気機

関車の映像美に迫る。全 5 本。 

ヒストリー

チャンネ

ル™ 

Ch.674

／370 
Ch.342 

10/12（月）～16

（金） 後 11:00～

後 11:56 他 

駅鉄 

『全国秘境駅ファイ

ル』 

『全国秘境駅ファイル

２』 

まわりに民家が全く無いどころか、そこに通じるまともな道

さえも存在しない駅。坪尻駅／生野駅／竜ヶ水駅／久我

原駅／男鹿高原駅／道後山駅･那良口駅／尺別駅等・・

存在自体が不思議な「秘境駅」の魅力にとりつかれた牛山

隆信が監修し、お送りする秘境駅シリーズ、ご期待くださ

い！ 

MONDO21
Ch.659

／279 
- 

10/7（水） 

後 3：00～ 他 

世界鉄道ファイル～

イギリス編～ 

イギリスの鉄道車両をとことん見せます！鉄道発祥の地

イギリスを訪れ、鉄道車両そのものを取材します。

MONDO21 ならではのマニアックな切り口で、英国鉄道の

メカニックな部分、データ、スペック、などにクローズアップ

していこうというものです。世界最初の鉄道やユーロスタ

ー、世界最速の蒸気機関車など、鉄道ファン垂涎のモノが

山積です！ 

MONDO21
Ch.659

／279 
- 

 

10/7（水） 

深 0:00～深 0:30 他

なんでも鉄 

きかんしゃトーマス 

鉄道の日スペシャル 

カートゥーン ネットワークの公式ホームページと携帯サイ

トで実施された、『きかんしゃトーマス』に登場するみんな

の大好きなキャラクターとエピソードの人気投票の結果を

もとに、選ばれた 8 エピソードを放送します。トーマスやな

かまたちが大活躍するエピソードをお楽しみください。 

カートゥー

ン  

ネットワー

ク 

Ch.668

／274 
Ch.331 

10 月 14 日（水）  

前 7:00～前 8:00 

後 0:00～後 1:00 



きかんしゃトーマス 

きかんしゃトーマスと個性豊かな仲間たちが架空の島ソド

ー島を舞台に大活躍。 

「きかんしゃトーマス」は今から約 60 年前に制作されたウィ

ルバート・オードリー原作の絵本「The Railway Series」が基

となり、1984 年にイギリスの映像プロデューサー、ブリット・

オールクロフトによってテレビシリーズとして作られました。

以来、世界 124 カ国、14 カ国語で放送され、世界中の子

供たちに大人気の作品です。  

カートゥー

ン  

ネットワー

ク 

Ch.668

／274 
Ch.331 

 

第 1、第 2 シリーズ 

毎週（月）～（金） 

前 7:40～前 8:00 他

第 3 シリーズ 

毎週（土）、（日）  

前 10:00～前 10:15 

他 

鉄道ジオラマ王国建

設計画 

鉄道模型ファン必見の新番組！ 

「MOTOR MAN」などの活動で有名な鉄道音楽の第一人

者、スーパーベルズの野月貴弘とその仲間たちが結集

し、『鉄道ジオラマ in 野月ワールド』を作り上げる！番組で

はさまざまな原型師やジオラマ造形作家などから奥義を

聞きだし、先人の作った鉄道ジオラマに学び、疑問があれ

ばロケハンに走り、ジオラマ作りのためにと奔走します。 

MONDO21
Ch.659

／279 
- 

10/14(水) 

深 0:30～深 1:00 他

2030 年のテクノロジ

ー：未来の鉄道 

産業革命以来、人や物を大量に輸送する手段として発達

してきた鉄道。未来の鉄道は摩擦のないレールを走るも

のや、潜水艦のように海中を走り大西洋を横断するもの、

そして空を飛ぶものさえ出現するかもしれない。そして極

めつけは、重力列車だ。これは地下深く、地球の中心へと

向かうものである。 

ディスカバ

リーチャン

ネル 

Ch.676

／321 
Ch.340 

10/23（金）       

後 8：00～後 9：00 

他 

番外編：美女と鉄道 

鉄道むすめ ～Girls 

be ambitious！～ 

05 年にトミーテックより発売されたフィギュア「鉄道むすめ

～鉄道制服コレクション～」を再現したオムニバス形式の

実写ドラマ。京成電鉄、富士急行、銚子電鉄、東京モノレ

ール、上田電鉄、埼玉高速鉄道の各事業者を舞台に、生

き生きと前向きに働く女性（鉄道むすめ）たちにスポットを

当てたドラマ。鉄道や駅を交えて交差する人間関係や、鉄

道事業の現場を舞台にしたリアルかつハートウォーミング

なストーリーとなっている。 

ファミリー劇

場 

Ch.660

／361 
Ch.293 

10/11(日) 

後 0:00～後 6:30 他

鉄道る～む ♥ 

11 月にＯＡされる鉄道関連のコンテンツを鉄道フェスティ

バルの様子を交えて紹介する番組。辰巳奈都子やスカパ

ー！鉄道大使の紗耶などが出演いたします。 

プロモチャ

ンネル 
Ch.200 Ch.100 

10/22（木）～ 

放送時間未定 

拝啓！！鉄道人 特

集 

世界に冠たる日本の鉄道を、作り、支え、愛し、そしてそこ

に働くすべての『鉄道人（テツドウジン）』へ…芸能界切っ

ての鉄ちゃんマネージャーのホリプロ・南田裕介と現役高

校生アイドル・森田涼花が『テツ分』をたっぷり補給しなが

らお送りいたします！ 

そして、おなじみのゲストは、鉄ちゃん界を支えるあの

方々に加え、もちろん本物の鉄道職人の方々も…。 

テレ朝チャ

ンネル 

Ch.617

／717 
Ch.301 

10/12（月） 

前 5：00～前 6：00 

他 

 


