カッコイイ！ おしゃれ！ おでかけのお供に♪

鉄道バッグコレクション

江ノ島電鉄
江ノ電トートバッグ

地方民鉄各社のオリジナルバッグ＆トートバッグをご紹介！

海や大仏など江ノ電沿線をイメージし
たピクトグラム風のかわいいイラストを
デザイン。白地と黒地、２種類のカラー
から選べます。
（1,000円）
WEB SHOP https://www.enodennet.com/enodengoods/

毎日のおでかけや、需要が高まるエコバッグにもぴったりな
民鉄ファンにオススメのバッグを集めてみました。

秩父鉄道

津軽鉄道

SLミニショルダーバッグ

刺繍トートバック

SLをイメージしたブラックのバッグに青色
ナンバープレートをデザインしたミニショル
ダーバッグ。ロングベルトを使用した斜め
掛けタイプで女性にも人気！
（1,600円）
WEB SHOP http://www.chichitetsu.
jp/html

イメージキャラクター
「つてっちー」
が刺繍された
かわいいトートバッグ。他に「津軽21形走れメ
ロス号 」
「 機 関 車 D D 3 5 2 」も販 売 中。
（大
1,530円、中1,130円）
WEB SHOP https://tsutetsu.shop-pro.jp/

関東鉄道
オリジナルトートバック
爽やかなボーダー柄で夏のおでか
けにぴったり！ 丈 夫な帆 布を使
用しており、右下には列車とバス
のイラストをプリント♪
（1,100円）

仙台空港鉄道
刺繍入りランチトートバッグ
仙台空港鉄道のSAT721系車両を刺繍したバッ
グ。素材は綿帆布。28㎝×23㎝のミニサイズで、
お弁当入れやワンマイルバッグに最適！
（1,300円）
WEB SHOP https://store.shopping.yahoo.
co.jp/sat-goods-shop/

＊守谷駅にて販売。

高尾登山電鉄
コットンバッグ

山万

高 尾 山ケーブルカーの 特 徴である、最 急 勾 配31度
18分をおしゃれにデザインしたコットンバッグ。コンパ
クトで持ちやすいサイズです。
（各700円）

Yukari Line girlsトートバック
ユーカリが丘線イメージキャラクター
「Yukari Line girls」
の宮小路さくら·海隣寺ゆかりの二人と、こあら号をデザ
インしたナチュラル素材のトートバッグ。
（1,000円）

＊高尾山スミカ 土産処にて販売。

長野電鉄
B

厚手の生地でとっても丈夫 ！ 関
連商品の缶バッチやキーホルダー
が映えるよう、あえてシンプルなデ
ザインに。
（2,000円）

A

＊長野駅·須坂駅·イベント会場にて販売。

C

上毛電気鉄道
A 電車刺繍トートバッグ B 電車刺繍ランチバッグ
C 90周年記念トートバッグ
帆布に上電の電車が 刺繍された可愛いバッグ。90周
年記念トートバッグは、開口部にファスナーが付いた特
別仕様。
（A 1,530円、B 1,020円、C 1,940円）
WEB SHOP http://jomorailway.com/cart/cart.cgi
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＊公園駅、ユーカリが丘駅にて販売。

鉄道むすめ
朝陽さくらトートバック

万葉線
富士急行
富士急行線ランチトートバッグ
富士急行線の車両のイラストが
入った、シンプルで使いやすい
ランチボックスサイズのトートバッ
グ。
（各700円）

＊富士急行線 富士山駅、河口湖駅、
富士山ビュー特急車内などで販売。

ショッピングバック
（大）
万葉線の車両アイトラムが描かれたショッピングバッグ。
ワンポイントのシンプルなデザインだからエコバッグと
してカバンに入れておいても便利です。
（468円）
＊万葉線本社にて販売。

小湊鐵道
小湊鐵道オリジナル
キハ200形バッグ
稲垣吾郎さんがテレビ番組で愛用していた
ことで話題になり、一時は完売に。公式オン
ラインショップ人気No.1グッズ！
（1,530円）
WEB SHOP http://www.kominatoshop.
com
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伊豆急行
いずきゅんランチトート

B

A

伊豆急公式キャラクター「いずきゅん」が 描かれ
たランチトート。小さめサイズで、気軽なお出か
けや毎日のお弁当入れにぴったり♪
（800円）

＊豆州やまきち
（ラスカ熱海店、伊豆高原店、下田店）
、
その他伊豆急行参加の鉄道イベント等にて販売。
WEB SHOP

https://izukyu-online.stores.jp/

福井鉄道
伊予鉄道

A トートバッグ
（レトラム）
B トートバッグ
（200形）

いよ子と坊っちゃん列車トートバッグ

Aはネイビーカラーに黄色いレトラムが 映えるデザイン。
Bは軌道線区間を走る200形車両をデザインしたトート
バック。公式WEBSHOPでは他にもいろいろな車両デ
ザインのバッグを販売中！
（各1,200円）
WEB SHOP https://fukutetsu.jp/goodsShop.php

伊予鉄グループ公式キャラクターの「いよ子」
と
坊っちゃん列車のモノクロイラストバッグ。A4
サイズでマチがあるのでエコバッグとしてもオ
ススメ！
（1,650円）
WEB SHOP http://shop.botchan-ressha.
com/shopbrand/ct44

熊本電気鉄道
くまモンのラッピング電車 大集合トートバッグ
広島電鉄
カープ×広島電鉄 トートバッグ
広島カープのマスコットキャラクター、
カープ坊やを広島電鉄の運転士に
変 装させたオリジナルデザイン。
（1,800円）

A

くまモンのラッピング電車1号車、2号車、3号車が 大集
合したくまでんのオリジナルトートバッグ。豪華な大集合
にくまモンも驚いている!? （1,771円）
WEB SHOP https://www.kumadenshop.com/

＊千田定期券窓口、広島駅定期券窓
口、紙屋町定期券窓口、横川営業セン

ター、宝町営業センターでの限定販売。

島原鉄道
島鉄 赤パンツ車両トートバッグ

能勢電鉄
妙見の森ケーブルトートバッグ
シンプルなアイボリー地に、妙見の森ケ
ーブルカーのカラフルな刺繍が施された
個性派バッグ。
（1,500円）
＊妙見の森ケーブル山上駅にて販売。

A

和歌山電鐵
2270系トートバック
南海カラー当時の2270系が 描
かれたトート。仕事やお買い物な
ど日常使いにも便利なシンプル
なデザインが人気。
（1,600円）
WEB SHOP http://ichigoec.
com/
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B

大井川鐵道

前面の赤い部分がパンツのように
見えることから通 称「赤 パンツ」と
呼ばれ、ファンから人気のキハ 20
形をデザイン。車両下部の機器類
の再現など鉄道ファンも納得のこ
だわり。
（1,300円）
WEB SHOP
http://store.
shopping.yahoo.co.jp/srshop/

A
B

E101トートバッグ
南海21000系トートバッグ

トートバッグの人気ブランド
「ROOTOTE
（ルート
ート）」とのコラボ商品！ 厚みのある生地に、
ポケットが 3 つ＆9cm のマチがついていて収
納力も抜群。
（各2,000円）
＊金谷駅·新金谷駅·千頭駅各売店、プラザロコ売店
にて販売。

B

京福電気鉄道

高松琴平電気鉄道
A 電磁車輛コトディーン トート
（マチ無し）
B 電磁車輛コトディーン トート
（マチ有り）
Aはコトディーンのイメージビジュアルが前面
に押し出されたトート。車内の視線を集める
こと間違いなし！（2,000円）
。Bは幅36cm
×高37cm×マチ11cmの大型トート。イベン
トでは即完売した人気商品。
（2,500円）
WEB SHOP http://www.kotoden-shop.
com/products/category/7

八瀬かえでトートバッグ
一畑電車
デハニトート
昭和初期の木造電車デハニ50形を
デザインしたトートバッグ。落ち着い
た色合いとおしゃれなデザインなので
お出かけバッグにも最適。
（1,324円）

叡山ケーブル·ロープウェイのキャ
ラクター
「八瀬かえで」がプリント
されたトートバッグ。軽くてリーズ
ナブルなのでエコバッグにもオス
スメ！
（600円）
WEB SHOP https://randengoods.jp

WEB SHOP https://bataden.com/
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