
２０２０年７月２７日 

 

 

伊賀鉄道株式会社 

 

 

伊賀鉄道グッズの通信販売を開始します！ 

 

 伊賀鉄道は、これまで忍者市（上野市）駅窓口および各種鉄道イベントにおいて対面で販売してきた当社

の鉄道グッズについて、２０２０年８月１日（土）から通信販売を開始いたします。当社沿線以外にお住い

の方々にも、伊賀鉄道グッズがお買い求めやすくなります。 

通信販売の詳細については次の通りです。たくさんの方々のご利用をお待ちしております。 

 

記 

 

１．通信販売するグッズ 

 

  電車型マグネット各種（各３００円）、手ぬぐい（６００円）、巾着袋（６００円） など 

  駅名キーホルダー（各５００円）や記念切符の福袋（３，０００円）は通信販売のみのグッズです。 

通信販売で取り扱うグッズの詳しいリストは別紙をご覧ください。 

 

２．通信販売の手順 

 

 （１）注文  各種申込用の当社メールアドレス（fukunin@igatetsu.co.jp）宛に、次の必要事項を記入

したメールをお送りください。 

 

【必要事項】 ① お客様のお名前 

② グッズ送付先の郵便番号と住所（日本国内に限ります。） 

③ お客様の電話番号（日中に連絡が取れる番号をお願いします。） 

④ お客様のメールアドレス 

⑤ ご希望のグッズ名（別紙リストの番号でも可）と数量 

 

        お客様からのメールを当社が確認し、グッズの発送方法・振込金額・振込先・振込期限等

を記入した注文確認メールをお客様へ返信します。ただし注文の混み具合により、お客様

への返信に時間をいただく場合があることをご了承ください。 

なお、グッズの在庫には限りがあります。売り切れの際はご容赦ください。在庫がない場

合は、当社からの注文確認メールにてご連絡します。 

 

 （２）代金振込  当社から返信した確認メールに基づき、代金を指定期日までに指定口座（三菱ＵＦＪ

銀行）へお振込みください。なお振込手数料はお客様がご負担ください。 

当社からの確認メール返信後、２週間以内にお客様のお振込みが確認できない場合

は注文キャンセル扱いとさせていただきます。 

 



 （３）振込確認・発送  お客様からのお振込みを当社が確認後１週間以内に、注文されたグッズに傷が

つかないよう緩衝材で梱包して郵便局から発送します。発送方法はレターパッ

クライト（送料：３７０円）になりますが、グッズが多くてレターパックライ

トに収納できない場合のみ、ゆうパックにて発送します。発送完了後、当社か

らお客様にメールでご連絡します。 

なお、お客様がお振込み後１週間経過しても、当社からの発送完了メールが届

かない場合は、お手数ですが当社までご連絡ください。また発送は日本国内に

限ります。 

 

 （４）返品・交換  お届けしたグッズが不良品の場合は、グッズ到着から８日以内に当社へメールでご

連絡ください。当社が送料を負担して良品と交換いたします。グッズの在庫がなく

良品と交換できない場合は、当該グッズの代金を返金いたします。 

           お客様のご都合によるグッズの返品や交換はお受けできません。またグッズ到着後

９日以上経過したグッズ、お客様の責により破損または汚損したグッズの返品や交

換もお受けできません。 

 

 （５）その他  通信販売の特典として、グッズを１，０００円以上注文されたお客様には、新デザイン 

     の２０２０年度版「鉄カード」を、１注文につき１枚プレゼントします。 

（上野市（忍者市）駅窓口でのグッズ購入では「鉄カード」をお渡ししていません。） 

 

３．代金の内訳 

 

  お客様に振り込んでいただく代金は、グッズの代金、送料、通信販売手数料（注文1件につき１００円

（税込））を合計したものとなります。通信販売手数料はグッズの梱包・発送等にかかるものです。 

  なお、グッズを２，０００円以上注文されたお客様については通信販売手数料を無料といたします。 

  また振込手数料はお客様がご負担ください。 

 

（以 上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別 紙） 

 

伊賀鉄道グッズ 通信販売リスト 
 

番号 グッズ名称 税込価格 備考 

1 電車型マグネット（青忍者列車） ３００円  

2 電車型マグネット（ピンク忍者列車） ３００円  

3 電車型マグネット（緑忍者列車） ３００円  

4 電車型マグネット（ふくにん列車） ３００円  

5 電車型マグネット（８６０系マルーン色） ３００円  

6 電車型マグネット（オリジナルカラー） ３００円 新発売 

7 マスキングテープ（電車） ４００円 新発売 

8 マスキングテープ（駅名） ４００円 新発売 

9 マスキングテープ（ヘッドマーク） ４００円 新発売 

10 マスキングテープ（観光地） ４００円 新発売 

11 忍者列車ハンドタオル ５００円  

12 ＮＩＮＪＡ ＴＲＡＩＮ ３色ボールペン ２００円  

13 ｢忍者線｣愛称命名記念定規 ２００円  

14 ｢忍者線｣愛称命名記念クリアファイル ３００円  

15 ＩＧＡＴＥＴＳＵ手ぬぐい ６００円  

16 アクリルスマホスタンド（青） ８００円 2020/8/1から通信販売限定 

17 アクリルスマホスタンド（ピンク） ８００円 2020/8/1から通信販売限定 

18 忍者列車巾着袋 ６００円  

19 ２００系登場１０周年記念ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒｯｷﾌﾟﾚｰﾄ ２，０００円  

20 ２００系登場１０周年記念ｼﾙﾊﾞｰﾒｯｷﾌﾟﾚｰﾄ ２，０００円  

21 駅名キーホルダー（上野市駅） ５００円 新発売、通信販売限定 

22 駅名キーホルダー（四十九駅） ５００円 新発売、通信販売限定 

23 伊賀くみひも付き｢叶結び｣ふくにんｷｰﾎﾙﾀﾞ  ー １，２００円  

24 ＩＧＡＴＥＴＳＵ ＣＯＦＦＥＥ ６００円  

25 ふくにん「お守り」きっぷ（無病息災） ３７０円  

26 ふくにん「お守り」きっぷ（交通安全） ３７０円  

27 ふくにん「お守り」きっぷ（家内安全） ３７０円  

28 ふくにん「お守り」きっぷ（学業成就） ３７０円  

29 クリアファイル付き新旧元号記念入場券セット ２，６００円  

30 ２００系運転開始１０周年記念入場券セット ２，６００円  

31 通信販売開始記念！記念切符福袋 ３，０００円 ２０セットのみ、通信販売限定 

（２０２０年8月1日現在） 

 



☆ 電車型マグネット（商品番号1～6） 

 

  子どもから大人まで大人気の電車型マグネット。電車 

の中に磁石が入っており、電車のどの面でもくっつき 

ます。冷蔵庫や机の金属面へメモを留めたり、２つ以 

上揃えて連結・解放しながら子どものおもちゃに。い 

ろいろお楽しみください。 

(6)ｵﾘｼﾞﾅﾙｶﾗｰは2020年8月1日から新発売です。 

材 質：ＡＢＳ樹脂＋マグネット（内蔵） 

サイズ：約２cm×２cm×５cm 

 

 

☆ マスキングテープ（商品番号7～10） 

 

忍者線（伊賀線）にちなんだ４種類の 

オリジナルデザインのマスキングテー 

プです。 

4種類とも2020年8月1日から新 

発売です。 

サイズ：幅１５ｍｍ、長さ５ｍ 

 

 

☆ 忍者列車ハンドタオル（商品番号11） 

 

  ３色の忍者列車をデザインした厚手のハンドタオル。 

各地の鉄道イベントでも人気のグッズです。裏面は無地です。 

  材 質：綿100％  サイズ：縦20ｃｍ×横20ｃｍ 

 

 

☆ ＮＩＮＪＡ ＴＲＡＩＮ ３色ボールペン（商品番号12） 

 

  ３色の忍者列車に３色（黒・赤・青）のボールペン。 

消せないタイプのインクです。 

  サイズ：太さ約1.5ｃｍ×長さ約14ｃｍ 

 

 

☆ ｢忍者線｣愛称命名記念定規（商品番号13） 

 

  2019年2月22日に伊賀線の愛称が「忍者線」と命名 

されたことを記念した定規です。忍者線の各駅に掲示して 

いる「運賃表」を基にデザインしました。伊賀線の全駅数 

（15駅）に合わせた15cmの定規としました。 

  材 質：プラスチック  サイズ：縦4ｃｍ×横16ｃｍ 

 

 

☆ ｢忍者線｣愛称命名記念クリアファイル（商品番号14） 

 

2019年2月22日に伊賀線の愛称が「忍者線」と命名された 

ことを記念したＡ４縦サイズの特製クリアファイルです。表面・ 

裏面とも忍者がいっぱい！「忍者線」の世界をお楽しみください。 

サイズ：縦31ｃｍ×横22ｃｍ 

 

 

左から順に(1)青忍者、(2)ﾋﾟﾝｸ忍者、(3)緑忍者、 

(4)ふくにん、(5)860系ﾏﾙｰﾝ、(6)ｵﾘｼﾞﾅﾙｶﾗ  ー

上から順に(7)電車、(8)駅名、(9)ﾍｯﾄﾞﾏｰｸ、(10)観光地 

表面         裏面 

(11)ハンドタオル 

(12)3色ボールペン 

(13)定規 

(14)クリアファイル 



☆ ＩＧＡＴＥＴＳＵ手ぬぐい（商品番号15） 

 

 伊賀鉄道の車内で発行している「補充乗車券」を、大胆にデザインしたユニークな 

手ぬぐいです。なお、この手ぬぐいは実際に補充乗車券として使うことはできません 

ので、ご注意ください。裏面は無地です。 

材 質：綿100％  サイズ：縦90ｃｍ×横34ｃｍ  

 

 

☆ アクリルスマホスタンド（商品番号16、17） 

 

200系登場10周年を記念して製作した 

アクリル製のスマホスタンドです。 

青忍者列車とピンク忍者列車の２種類で、 

2枚の板を組み合わせて列車が線路を走行 

している様子を再現しています。 

こちらの商品は残数僅少のため2020年 

8月1日から通信販売のみで取扱います。 

材 質：アクリル樹脂 

サイズ：縦12ｃｍ×横6ｃｍ 

 

 

☆ 忍者列車巾着袋（商品番号18） 

 

  青忍者列車を中心に手裏剣や忍者をちりばめた、忍者テイストあふれる 

  巾着袋です。化粧品や文房具など、いろいろな小物の携帯に便利です。 

材 質：ポリエステルツイル100％ 

サイズ：縦17ｃｍ×横15ｃｍ 

 

 

☆ 200系登場10周年記念メッキプレート（商品番号19、20） 

 

200系登場10周年を記念して製作したエッチングのメッキプレート 

です。色はゴールド（201号車）とシルバー（103号車）の2種類。 

それぞれ表面に200系10周年記念のロゴマークを表現しています。 

添付のスタンドを使用して飾ったり、コースターとして使ったり。 

お手元にいかがでしょうか。 

材 質：金属 

サイズ：縦9ｃｍ×横9ｃｍ×厚さ1.2ｍｍ 

                          

 

☆ 駅名キーホルダー（商品番号21、22） 

 

2020年8月1日から通信販売のみで新たに発売する駅名 

キーホルダーです。上野市駅の裏面にはオリジナルカラー列車が、 

四十九駅の裏面にはふくにん列車「伊賀の四季」号が、それぞれ 

デザインされています。 

サイズ：縦3ｃｍ×横5ｃｍ 

  （キーチェーン部分を除く） 

 

 

 

 

 

(15)手ぬぐい 左から順に(17)ﾋﾟﾝｸ忍者ｽﾀﾝﾄﾞ、(16)青忍者ｽﾀﾝﾄ  ゙

(18)巾着袋 

(19)ゴールドメッキプレート 

(20)シルバーメッキプレート 

(21)上野市駅キーホルダー (22)四十九駅キーホルダー 



☆ 伊賀くみひも付き｢叶結び｣ふくにんキーホルダー（商品番号23） 

 

  伊賀が全国に誇る伝統工芸品「伊賀くみひも」を製作・販売されている 

『くみひも平井』とコラボし、伊賀くみひもをセットした「ふくにん」 

特製キーホルダーです。このくみひもは「叶結び」という日本独特の 

結び方で、結び目の裏表が「口」の字と「十」の字になり、合わせると 

「叶」（かなう）という漢字になることから、縁起の良い結び方とされ 

ています。キーホルダーのデザインは「ふくにん」のイラストのほか、 

願いが叶うようにとの意味をこめた「叶」の文字を組紐のイラストで 

表現しています。なお、くみひもの色は選べませんのでご注意ください。 

  サイズ：縦約6ｃｍ×横約2ｃｍ（キーチェーン部分を除く） 

 

 

☆ ＩＧＡＴＥＴＳＵ ＣＯＦＦＥＥ（商品番号24） 

 

伊賀市内のベーカリーカフェ『リエゾン』がオリジナル 

ブレンドした４種類のドリップパックタイプ（一杯分） 

のコーヒーです。 

４種類のパックには、鉛筆画風のかつての伊賀線車両と 

その車両の番号をデザインしました。４種類それぞれ 

１パックずつを１セットとし、１セット毎に名刺大の 

「想い出の伊賀線車両カード」１枚を付属しています。 

  サイズ：縦約13ｃｍ×横約30ｃｍ（1セット） 

 

         

☆ ふくにん「お守り」きっぷ（商品番号25～28） 

 

「ふくにん」は『幸福』の鳥とされる「ふくろう」が 

モチーフの伊賀鉄道マスコットキャラクターです。これ 

にさまざまな「お守り」の文言をデザインした両面印刷 

の硬券記念乗車券としました。 

お守りの文言は「無病息災」「交通安全」「家内安全」 

「学業成就」の４種類で、全て大人用の370円区間 

普通片道乗車券としてお使いいただけます。 

  発売期間：2021年7月23日まで 

  有効期間：2021年7月23日までの乗車当日１回限り有効 

サイズ：縦約9ｃｍ×横3ｃｍ 

 

 

☆ クリアファイル付き新旧元号記念入場券セット（商品番号29） 

 

硬券タイプの入場券を特製台紙にセットした記念入場券セットです。 

硬券入場券は新居駅から比土駅の１３駅で、それぞれ平成最後の日付 

「３１．－４．３０」と、令和最初の日付「１．－５．－１」を両面に 

印字したユニークな入場券となっています。また特製台紙は通常の 

「紙」タイプではなく伊賀鉄道初の「クリアファイル」タイプです。 

サイズ：縦22ｃｍ×横31ｃｍ（Ａ４横タイプ） 

 

 

 

 

 

 

(23)伊賀くみひも付きふくにんキーホルダー 

(24)ＩＧＡＴＥＴＳＵ ＣＯＦＦＥＥ 

左から順に(25)無病息災、(26)交通安全、 

(27)家内安全、(28)学業成就 

(29)新旧元号記念入場券セット 

令和側 

平成側 



☆ 200系運転開始10周年記念入場券セット（商品番号30） 

 

硬券タイプの入場券を特製台紙にセットした記念入場券 

セットです。硬券入場券は新居駅～比土駅１３駅で、 

それぞれ２００系が運転開始し１０周年を迎えた日付の 

「2019.12.24」を印字し、２００系の「２００」の 

文字が浮かび上がるようレイアウトしたデザインとしま 

した。２００系の経緯（搬入の様子やイベント列車とし 

て運行した写真等）をデザインた特製台紙付きです。 

サイズ：Ａ３サイズ二つ折 

   （写真は二つ折を拡げたイメージ） 

  

 

☆ 通信販売開始記念！記念切符福袋（商品番号31） 

 

 通信販売開始を記念し、伊賀鉄道でこれまで発売した記念切符を6種類セットした福袋です。通信販売のみの取扱

いで20セット限定発売です。大変お得なお値段でご提供いたします！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30)200系運転開始10周年記念入場券セット 

(31)記念切符福袋 



特定商取引法に基づく表示 

 

販売業者          伊賀鉄道株式会社 

 

販売責任者         藤巻 恵 

 

所在地           〒５１８－０８７３ 三重県伊賀市上野丸之内６１番地の２ 

 

電話番号          ０５９５－２１－０８６３（平日９：００～１７：００） 

 

ＦＡＸ番号         ０５９５－２１－１０７０ 

 

メールアドレス       fukunin@igatetsu.co.jp 

 

注文方法          メール 

 

支払方法          銀行振込による前払い 

 

商品代金以外の必要料金   銀行振込手数料、通信販売手数料、送料 

 

販売数量          商品在庫には限りがあります。売り切れの際はご容赦ください。 

              在庫のない商品につきましてはメールにて連絡いたします。 

 

引渡時期          商品は銀行振込確認後１週間以内に発送いたします。 

              ご入金後、１週間を経過しても当社からの発送完了メールが届かない場合は、

お手数ですが当社までご連絡ください。 

              当社からお客様へ注文確認メールを返信後、２週間以内にご入金の確認が取

れない場合、ご注文はキャンセル扱いになります。 

返品・交換         お届けした商品が不良品の場合は、商品到着から８日以内に当社へメールで

ご連絡ください。当社が送料を負担して良品と交換いたします。商品の在庫

がなく良品と交換できない場合は、当該商品の料金を返金いたします。 

              お客様のご都合による返品・交換はお受けできません。 

              商品到着後９日以上経過した商品、お客様の責により破損・汚損した商品の

返品・交換はお受けできません。 

 

（以 上） 


