
BAG COLLECTION

裏面には中の見える
便利なサイドポケット

デザインと使い勝手の良さを両立した
ライオンズバッグコレクション
デザインと使い勝手の良さを両立した
ライオンズバッグコレクション

折りたたんで
小さく持ち運べる！

サイドポケットは
透明ビニールなので
チケットなどを
入れるのに最適！

裏

裏

観戦時の
手荷物に
ぴったりの

ショルダータイプ

観戦時の
手荷物に
ぴったりの

ショルダータイプ

70296商品番号： ¥ 3,300（税込）

プレイヤーズ
ユニフォーム型トートバッグ

70031商品番号： ¥ 3,000（税込）
たれおトートバッグ

70209商品番号： ¥ 2,200（税込）
総柄ショルダーポーチ

70210商品番号： ¥ 2,000（税込）
総柄折りたたみエコバッグ

54153商品番号： ¥ 2,950（税込）
カスタマイズトートバッグ

64988商品番号： ¥ 2,850（税込）
スクエアショルダーバッグ 58287商品番号：

¥ 2,900（税込）

サガラ刺繍
ショルダーバッグ

58288商品番号： ¥ 2,900（税込）
サガラ刺繍トートバッグ

70288商品番号： ¥ 2,300（税込）
レオアイコンサコッシュ

70038商品番号： ¥ 4,000（税込）
口金ショルダーバッグ

70030商品番号： ¥ 660（税込）
不織布トートバッグ

70032商品番号： ¥ 1,850（税込）
たれおミニトートバッグ

展開背番号展開背番号
1・3・5・6
7・10・16

70289商品番号： ¥ 3,300（税込）
ボディーバッグボディーバッグ

リバーシブルリバーシブル

バッチなどを自由にデ
コれるデニム素材のフ
ラップ。透明カバーが
キズや汚れからバッチ
を守ります。
※商品に缶バッチは付
きません

２つの開口と
サイドポケットで
小物の整理が
しやすい

4月上旬発売予定

4月下旬発売予定 4月上旬発売予定

4月下旬発売予定 4月上旬発売予定
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女性を中心に幅広い層から支持される
人気バッグブランド「アネロ」との
コラボレーションシリーズ。

女性を中心に幅広い層から支持される
人気バッグブランド「アネロ」との
コラボレーションシリーズ。

洗練されたデザインと
高機能の組み合わせが魅力のバッグが、
ライオンズライフをHAPPYに演出します！

洗練されたデザインと
高機能の組み合わせが魅力のバッグが、
ライオンズライフをHAPPYに演出します！

開口部は出し入れや整理がしやすいフルオープン
タイプ。応援グッズもしっかり入る大容量で試
合観戦から普段のお出かけ、旅行用までフレキシ
ブルに使えます。ホワイト×レッド×ネイビー

ネイビー ベージュ×ブラック

ミニフラッグやペットボトル、折り畳み傘などマルチに収納できる
広く深いサイドポケット

70269商品番号： ¥ 6,050（税込）
ホワイト×レッド×ネイビー・
ネイビー・ベージュ×ブラック

Lions×anello
口金リュック

4月上旬発売予定
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エレガントな色使いで高級感漂う２WAYミニボストンバッグエレガントな色使いで高級感漂う２WAYミニボストンバッグ

取り出しやすい小銭入れや鍵などを入れられる小物入れなど
利便性と落ち着いた雰囲気を兼ね備えたラウンドジップ折財布
取り出しやすい小銭入れや鍵などを入れられる小物入れなど
利便性と落ち着いた雰囲気を兼ね備えたラウンドジップ折財布

ダークオレンジ

デニムブルー ベージュ

グレー ブルー アイボリー×ネイビー

内側についたミニポーチは取り外
し可能。お財布やコスメなどを入
れて持ち運ぶのに便利です。

3つのサイドポケット付きで小物
の収納や出し入れもラクラク。

ガバッと開いて
取り出しやすい小銭入れ

底面にマチがあってタテに置いても
安定しやすいショルダーバッグ。
底面にマチがあってタテに置いても
安定しやすいショルダーバッグ。

ネイビー ライトブルー×ブラック×ネイビー

70272商品番号： ¥ 3,850（税込）
ダークオレンジ・デニムブルー・ベージュ

Lions×anello
2Wayミニボストンバッグ

70275商品番号： ¥ 3,850（税込）
グレー・ブルー・アイボリー×ネイビー

Lions×anello
ショルダーバッグ

70278商品番号： ¥ 3,850（税込）
ネイビー・ライトブルー×ブラック×ネイビー

Lions×anelloラウンドジップ折財布

4月上旬発売予定

4月上旬発売予定

4月上旬発売予定
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肩掛けも
斜めがけもしやすい
長めのストラップ



自分らしさを楽しむ充実した女性の
ライフスタイルを素敵に演出する
日本発ブランド「サマンサタバサ」との
コラボレーションシリーズ。

バッグの両面にロゴを大胆にデザインした大ヒットアイテム “サマタバトート”
チャームとしてもアクセントになるロゴ＆レオシルエット入りサークルポーチ付き。

レオの横顔シルエットを大胆にデザイン。
マグネットボタン付きで開口部でサッと
フルオープンできるので出し入れもスムーズ。

ネイビー×レッド 内側にはオリジナルタグ

ショルダーストラップが
セットになり、
2Wayで使えます。

ショルダーストラップが
セットになり、
2Wayで使えます。

リップクリームや
鍵などの収納に便利な

ミニポーチ

リップクリームや
鍵などの収納に便利な

ミニポーチ

裏

¥ 11,000（税込）
スカイブルー×ピンク・ネイビー×レッド

［サマンサタバサ］
キャンバストートバッグ

¥ 27,500（税込）
［サマンサタバサ］トートバッグ

スカイブルー×ピンク

かさばる荷物をスマートに収納できる
キャンバストートバッグ
かさばる荷物をスマートに収納できる
キャンバストートバッグ

Samantha Thavasa Collaboration

6月発売予定

6月発売予定
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背面のジッパー付きポケットは
お財布などの貴重品の収納に便利。

取り外しても使える
便利なコインポーチ

肩当たりのいいやわらかいショルダーストラップ付き

観戦以外も持ちやすく
デイリー使いにも活躍する
ナイロンリュックサック。

デニムの生地感と色合いがベストマッチ！
小ぶりで持ちやすいトートバッグです。

スカイブルー×ピンク

ネイビー×レッド

裏

好みのナンバーでバッグをカスタマイズ

¥ 24,200（税込）
［サマンサタバサ］リュック

¥ 11,000（税込）

［サマンサタバサ］
パスケース

¥ 15,400（税込）
ネイビー×レッド・スカイブルー×ピンク

［サマンサタバサ］
デニムトートバッグ

¥ 6,600（税込）

［サマンサタバサ］
バッグチャーム 選手背番号
展開選手：6・7・10

6月発売予定

6月発売予定

6月発売予定

6月発売予定

Samantha Thavasa Collaboration
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お財布を開けなくてもアクセス
できる便利な外側コインポケット

サマンサタバサプチチョイスならでは
機能性を兼ね備えたキュートな小物たち。

アイボリー スカイブルー

¥ 17,600（税込）
アイボリー・スカイブルー

[サマンサタバサプチチョイス］
折財布

¥ 4,180（税込）

[サマンサタバサプチチョイス］
ファスナーチャーム

¥ 9,900（税込）
ブルー・ピンク

[サマンサタバサプチチョイス］
サコッシュ

アイボリー

アイボリー

ブルー

ピンク

スカイブルー
ピンク

6月発売予定

6月発売予定

6月発売予定

¥ 4,400（税込）

[サマンサタバサプチチョイス］
ファスナーチャーム 選手背番号
展開選手：6・7・10

6月発売予定

¥ 13,200（税込）
ピンク・アイボリー・ブルー

[サマンサタバサプチチョイス］
チケットホルダー

6月発売予定

¥ 11,000（税込）
アイボリー・スカイブルー

[サマンサタバサプチチョイス］
ボール型ポーチ

6月発売予定

Samantha Thavasa Collaboration
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裏地に滑らかなスウェード風
素材を使用しているのでモノ
をラフに入れても安心。
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男には、オトナぶりたい日も、
ハシャギたい日もある。

底面にシューズケースが
ついたマジェスティックの
高機能バックパックは
旅行用にも活躍。

ビッグジッパーがインパクト大。
アソビゴコロあふれる
ジムマスターの
ストリート系リュック。

スポーティな
スクエアデザインの
ニューエラバックパックは
超ド級の収納力も魅力。

サマンサタバサのメンズブランド
「KINGZ」のシック＆スマートな
バッグシリーズ

サマンサタバサのメンズブランド
「KINGZ」のシック＆スマートな
バッグシリーズ

スポーツ観戦やアウトドアにぴったり！

今日は遊ぶぜ！今日は遊ぶぜ！

ビジネス
シーンにも

Mens Bag Collection

¥ 28,600（税込）
［KINGZ］ボストンバッグ

¥ 7,700（税込）
［KINGZ］ポーチ(大)

¥ 5,500（税込）
［KINGZ］ポーチ(小)

69418商品番号： ¥ 7,900（税込）

［マジェスティック］
レプリカバックパック

70200商品番号： ¥ 6,600（税込）

Lions×Gymmaster
メガジップデイパック

69767商品番号： ¥ 10,340（税込）
[NEW ERA]ボックスパック

6月発売予定

6月発売予定 6月発売予定

※ 画像はサンプルの為
　実物と異なる場合が
　ございます



ポーチに入れ
たまま

スマートフォ
ンの

操作が出来る
！

メッシュで
見やすい

コインポケット

カナダ生まれのスウェットブランド
ジムマスターコラボアイテム
カナダ生まれのスウェットブランド
ジムマスターコラボアイテム

ブラック

ブラック

グレー×ネイビー×スカイブルー

スカイブルー

スカイブルー

裏裏

ネイビー

オールブラック

デニム

65748商品番号： ¥ 4,400（税込）

Lions×Gymmaster
スウェットミニバナナショルダー

65745商品番号： ¥ 3,300（税込）

Lions×Gymmaster
スウェットスマホポーチ

70202商品番号： ¥ 3,850（税込）

Lions×Gymmaster マスクマン
スマホポーチ
Lions×Gymmaster マスクマン
スマホポーチ

70203商品番号： ¥ 4,950（税込）

Lions×Gymmaster マスクマン
バナナミニショルダー
Lions×Gymmaster マスクマン
バナナミニショルダー

70204商品番号： ¥ 1,210（税込）

Lions×Gymmaster マスクマン
ソックス
Lions×Gymmaster マスクマン
ソックス

65743商品番号： ¥ 2,950（税込）

Lions×Gymmaster
三つ折りウォレット

65741商品番号： ¥ 1,500（税込）

Lions×Gymmaster
スウェットガマグチコインケース

衝撃！ライオンズマスクマン爆誕！
コミカルに描かれたマスクマンたちの
斬新なデザインは注目度MAXIMUM！

衝撃！ライオンズマスクマン爆誕！
コミカルに描かれたマスクマンたちの
斬新なデザインは注目度MAXIMUM！

70200商品番号： ¥ 6,600（税込）

Lions×Gymmaster
メガジップデイパック

スカイブルー×
ブラック×ネイビー
スカイブルー×
ブラック×ネイビー

KIDSにもオススメの
ミニショルダーバッグ

観戦中の買い物に便利な
がま口コインケース

コンパクトに収納できる
三つ折りウォレット

取り外せるストラップ付
スマホポーチ

ネイビー×レッド
4月上旬発売予定

4月上旬発売 4月上旬発売 4月上旬発売
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バッグと併せて使いたい、同じ生地を使った
ポーチは小物やコスメの持ち運びに重宝します。

ライオンズのレジェンドブルーを
基調にしたカラフルなデザインの
2WAYトラベルボストンバッグ。
カジュアルなデニム素材を使用し、
普段のお出かけや
バカンスシーンにも活躍します。

裏面は透明のポケット
なのでチケットなどを
入れるのに最適

2、3日分の
旅行アイテムが
楽々入る大容量！

背の高いトートは
フラッグなどを
入れるのにも
使いやすい！

69634商品番号： ¥ 19,250（税込）

ライオンズ×LES TOILES DU SOLEIL
トラベルボストンバッグ

69635商品番号： ¥ 7,600（税込）

ライオンズ×LES TOILES DU SOLEIL
トートバッグ

69639商品番号： ¥ 2,100（税込）

ライオンズ×LES TOILES DU SOLEIL
ミニポーチ

69638商品番号： ¥ 3,300（税込）

ライオンズ×LES TOILES DU SOLEIL
ワイドポーチ

69636商品番号： ¥ 3,200（税込）

ライオンズ×LES TOILES DU SOLEIL
ミニショルダー

69637商品番号： ¥ 4,400（税込）

ライオンズ×LES TOILES DU SOLEIL
ZIP付きミニトート

LES TOILES DU SOLEIL（レ・トワール・デュ・
ソレイユ）は、「太陽の生地」の名の通り、照
りつける太陽と豊かな土壌のスペインに程近
いフランス最南端の村「サン ロラン　デュ　セ
ルダン」で生まれたファブリックブランド。鮮
やかなストライプを基調としたデザインは、南
仏の風景やアート、その土地に咲く花や植物
など、様々なものからインスピレーションを受
けデザインされています。
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