２０１７年３月１６日
イ オ ン 株 式 会 社
イオンリテール株式会社
イオントップバリュ株式会社

「イオンのランドセル」は通年販売！３６５日いつでもお求めいただけます

３／１６「持つ・掛ける・背負う」の「トップバリュ ３ＳＴＹＬＥランドセル」誕生
イオンは３月１６日（木）より順次、全国の「イオン」
「イオンスタイル」で、２０１８年春に入学
されるお子さま向けランドセルを販売します。これを皮切りに、本年度よりランドセルの通年販売を実
施します。今年は新たに、お子さまの通学や放課後の過ごし方などのライフスタイルに合わせてお使い
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いただける「トップバリュ ３ ＳＴＹＬＥランドセル」を加え、最大約２５０種類のランドセルをご用
意しています。

近年、ランドセルは、お子さまの個性やお好みに合わせて選ばれ、ランドセルの機能性を重視し
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た購買も高まってきております。「トップバリュ ３ ＳＴＹＬＥランドセル」は、従来の「背負う」の
ほかに「掛ける」「持つ」の３スタイルで使用でき、習い事や学習塾など放課後の過ごし方や通学方法
などによって使い分けできるランドセルです。

１．バスや電車で通学されるお子さまに便利な手提げＳＴＹＬＥ

＜持つ＞

ピタッとしたかぶせや細いマチ幅なので、手提げかばんとして使ってもコンパクトな印象を与えます。
満員電車やバスでも場所を取らず、周りの人も気にせず通学できます。コンパクトながらもＡ４フラッ
トファイル対応です。

２．保護者も持ちやすい！ショルダーバッグＳＴＹＬＥ

＜掛ける＞

放課後に学習塾に向かうお子さまからランドセルを預かった際に、大人も持ちやすいショルダーバッグ
スタイルです。また、背負いのままだと取り出しづらかった荷物も、肩掛けや斜め掛けにすることで簡単
に出し入れができます。

３．定番ＳＴＹＬＥでも落ち着いた“大人っぽい”雰囲気のシルエットに！
シンプルでスタイリッシュなランドセルなので、
“大人っぽさ”を求めるお子さまにおすすめです。
「サブバッグを持って通学するので小さなものがい
い」というニーズに合わせ、コンパクトなランドセル
に仕上げています。

＜背負う＞

価
格：４８,０００円（税込５１,８４０円）
カ ラ ー：４色
重
さ：約１,０７０ｇ（ショルダーベルトは除く）
承り店舗：約２００店舗
※承り開始日は店舗によって異なります。

イオンは、ゴールデンウィークやお盆などのタイミングでランドセルを展開することで、早期に親子
三世代でランドセル選びや購入ができるという新しい需要をいち早く創造してまいりました。本年度
は、近年ますます高まるランドセル商戦の早期化傾向に合わせ通年販売を開始します。「いつでもラン
ドセルを選びたい」という声にお応えし、いつご来店されてもランドセルの機能性や特長、選び方など
をご提案できるよう、お子さまのランドセル選びを毎日サポートします。
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【イオンのランドセル販売概要】
展
開
日：①３月１６日（木）イオンスタイル東戸塚で展開、ＷＥＢ販売開始
②４月１４日（金）より順次、全国約１８０店舗で売場拡大展開
③４月１４日（金）より順次、全国約２３０店舗で早期ご予約販売会開催
④６月上旬より、全国約４５０店舗で展開
※「イオンスーパーセンター」のみ８月上旬より展開予定
展 開 店 舗：全国の「イオン」
「イオンスタイル」
「イオンスーパーセンター」約４５０店舗
Ｗ Ｅ Ｂ 販 売：オンラインショップ「キッズリパブリックオンラインショップ」
（https://shops.aeonsquare.net/shop/c/ca117）
展開アイテム数：
「トップバリュ」
「トップバリュセレクト」約１０５種類
※カスタマイズできる組合せは１４０万通り以上
※ＮＢを含むランドセル全体の展開アイテム数は約２５０種類
価
格
帯：３５,０００円（税込３７,８００円）～１４０,０００円（税込１５１,２００円）
※商品の一部は、店舗によって展示・取扱いのない場合や予約販売のみの商品があります。
※詳しくはイオン新入学特別サイト（http://www.aeonretail.jp/kidsschool/）をご覧ください。

お好みに合わせて選べるイオンの「かるすぽランドセル」
イオンは常にお客さまの声にお応えし、さまざまなランドセルを提案してまいりました。２００１年
に業界初の「２４色ランドセル」。また、２０１０年には学校で使うＡ４クリアファイルが折れ曲がる
ことなく入る「トップバリュ かるすぽランドセル」を発売するなど、３００万人を超える小学生がイ
オンで購入したランドセルで通学しています。
「トップバリュ かるすぽランドセル」は、お子さまの個性やランドセルに重視する機能などに合わ
せてお選びいただけるよう、幅広いラインナップがあります。
“大容量なのにヘリが無い分コンパクト”
が特長の「フラットキューブ」や教科書や筆箱以外にもたくさんの荷物が入る「大容量」タイプ、お子
さまへの重量負担の軽減につながる「軽量」タイプなどのランドセルをご用意しています。
また、お子さまのカラダへの負担を軽減し６年間快適な学校生活をお過ごしいただくために、
「こど
も基準性能」を備えているほか、全商品、日本製で安心の６年間保証がついています。

「こども基準性能」
つ よ さ

：負荷がかかりやすい部分は職人が手縫いでしっかりと補強し、長く使ってもへたらない、丈
夫なランドセルです。
か る さ ：丈夫で“かるい”を高レベルで実現し、１,０００ｇを切る商品もあります。肩ベルトは特
別設計なので、カラダにかかる重量を分散し、背負い心地の“かるさ”にもこだわりました。
大 き さ ：Ａ４フラットファイルがすっぽり入る大容量サイズです。荷物が増えても、できるだけ両手
をあけて通学ができるようにと考えた“大きさ”です。
心地よさ ：背あてには通気性の良い素材を採用しています。肩にフィットする肩ベルトは、背負ったと
きの“心地よさ”を高めています。

６年間保証

日本製

イオンでご購入いただいたランドセルに万が一
不具合が生じた際には、無償で修理を承ります。
お預かりしている間は、代替え品をご用意し６年
間毎日ランドセルで通学いただけます。

日本の熟練した職人により、２００～２５０の
部品を一つ一つ丁寧に組合せて作られているの
で、丈夫で美しい仕上がりになっています。
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新 登 場 ！ 拡 張 で き る 小 マ チ が 特 長
「トップバリュセレクト かるすぽ みらいポケット フラットキューブ」
今年は、
「フラットキューブランドセル」にイオン史上最大容量の「トップバリュセレクト かるすぽ
みらいポケット フラットキューブ」が登場します。２０２０年から実施予定の新学習指導要領では、
小学校３年生から英語に親しむ活動がスタートし、５年生から教科化されると言われています。「トッ
プバリュセレクト かるすぽ みらいポケット フラットキューブ」は、小マチが３ｃｍから８ｃｍまで
広がる“みらいポケット”がついているので、学校で必要な道具もしっかりと収まり、お子さまの安全
な通学をサポートします。

特長１

小マチが３ｃｍから８ｃｍまで拡張！
“みらいポケット”で、手ぶらで通学を！

大マチが１２.５ｃｍで、小マチが３ｃｍから８ｃｍまで広がるの
で、大マチと小マチ合せて最大２０.５ｃｍにもなる超大容量ランド
セルです。教科書やノートなどの勉強道具のほかに、水筒や体操着、
給食着、上履きなど学校生活に必要な荷物が入ります。
３ｃｍ

特長２

８ｃｍ

大容量だからこそ今までにない軽い背負い心地を！

大容量で重量が増えても、お子さまのカラダへ
の負担を軽減させるため、感性工学の世界におけ
る創始者である長町教授の監修のもと、背負い心
地の良い背あてを開発しました。「背中中央」
「左
右の肩甲骨下」
「腰」の３箇所のパッドでカラダを
支えることで、ランドセルの重量を分散させ肩に
かかる負担を減らし、軽く感じられるように仕上
げています。また、パッドは凹凸になっているの
で、背あてが背中に密着しても風が抜けやすく、
背中のムレを軽減します。

＜従来の背あて＞

＜新設計の背あて＞

価
格：６３,０００円（税込６８,０４０円）～６５,０００円（税込７０,２００円）
アイテム：エレガント、キュート、トラディショナル、アドバンス（各４色ずつ）
重
さ：約１,２００～１,２３０ｇ

「トップバリュセレクト かるすぽ フラットキューブランドセル」とは
熟練のランドセル職人が、国内に数台しかない特別なミシンを使い、通常よりも約３倍の時間をか
けて丁寧に作りあげたプレミアム品質のランドセルです。カラダの小さな低学年のお子さまの負担を
減らすため、大容量でありながらも、背面とマチの接触面にあるヘリをなくすことで、ヘリがある通
常のランドセルよりも一回り小さく仕上げています。
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【商品一覧】

トップバリュセレクト かるすぽフラットキューブランドセル
①②みらいポケット（エレガント／トラディショナル）
価 格：６３,０００円（税込６８,０４０円）
カラー：各４色
超大容量
重 さ：約１,２００ｇ

大マチ１２.５ｃｍ
小マチ３ｃｍ→８ｃｍ

２０１８年度から加わった新モデルの超大容量サイズ。女の子
用は、サイドや肩紐にあしらった銀糸の刺繍と大粒のクリスタ
ルのデザインが上品でエレガントさを際立たせます。男の子用
は、ブラックの本体をベースに、赤や青のステッチがあるシン
プルなデザインです。学校でよく使う道具や大事なものをまと
めて収納できる便利な「インナーバッグ※」が付いています。
※「インナーバッグ」は、はさみやのりなどの文房具を収納できるので
忘れ物防止に役立つほか、学校からの「お便り」や集金などの「提
出物」など、ひとまとめに管理ができます。

③④みらいポケット（キュート／アドバンス）
価 格：６５,０００円（税込７０,２００円）
カラー：各４色
超大容量
重 さ：キュート約１,２３０ｇ
大マチ１２.５ｃｍ
アドバンス約１,２１０ｇ
小マチ３ｃｍ→８ｃｍ

２０１８年度から加わった新モデルの超大容量サイズ。女の子
用は、メタリックカラーのベースに小花やハート柄のデザイン
刺繍でかわいく仕上げています。男の子用は、かぶせに幾何学
的な反射板を施したスポーティーなデザインです。学校でよく
使う道具や大事なものをまとめて収納できる便利な「インナー
バッグ」が付いています。

⑤ロマンチスト
価 格：６０,０００円（税込６４,８００円）
カラー：４色
大容量
重 さ：約１,１５０ｇ
大マチ１２.０ｃｍ
小マチ３ｃｍ

キャメル、ブラウン、ミラノレッド、スミレの落ち着いた色味
の４色展開です。かぶせには、革に連続した穴を開けて施した
ハート型のデザインが特長で大人っぽい上品さのあるランドセ
ルです。
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⑥プリマドンナⅡ
価 格：６５,０００円（税込７０,２００円）
カラー：４色
大容量
重 さ：約１,１５０ｇ
大マチ１２.０ｃｍ
小マチ３ｃｍ

バタフライの刺繍がワンポイントで、人気のメタリックカラーの
ランドセルです。ハート型の前ポケットや上部ベルトの金具、鋲、
ナスカンなど細部までこだわった、おしゃれが大好きな女の子の
ためのランドセルです。

⑦スマートＢＯＹ
価 格：６０,０００円（税込６４,８００円）
カラー：４色
大容量
重 さ：約１,１８０ｇ
大マチ１２.０ｃｍ
小マチ３ｃｍ

ベーシックなカラーで４色展開しています。丈夫でキズのつきに
くい「クラリーノ®タフロック®」をかぶせに使用しています。
エンブレムのモチーフを型押ししたデザインの前ポケットなど
知的でかっこいいランドセルです。

⑧⑨プレッピー（ＧＩＲＬ／ＢＯＹ）
価 格：５５,０００円（税込５９,４００円）
カラー：各３色
大容量
重 さ：ＧＩＲＬ約１,１６０ｇ
大マチ１２.０ｃｍ
ＢＯＹ約１,１７０ｇ
小マチ３ｃｍ
シンプルなかぶせに、前ポケット上部のコンビカラーベルトがア
クセントとなるクラシカルなデザインに仕上げています。
ＧＩＲＬは、人気のキャメル、ピンク、レッド系統の３色展開で
す。ＢＯＹは、キャメル色のベルトが映えるすっきりとしたデザ
インです。
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⑩⑪ライト（ＧＩＲＬ／ＢＯＹ）
価 格：５０,０００円（税込５４,０００円）
カラー：ＧＩＲＬ４色、ＢＯＹ５色
重 さ：約９８０ｇ

軽量
約９８０ｇ

通学をもっと快適にするために「軽さ」を追求したフラットキ
ューブです。約９８０ｇとかるすぽシリーズで一番軽く、大容
量かつ軽量を実現しています。肩ベルトのズレ防止や背負った
際のフィット感向上のため、チェストストラップがセットです。
ＧＩＲＬは、ダブルステッチとハートの鋲で飾られたかぶせの
デザインが特長です。ＢＯＹは、シンプルかつ上質なデザイン
に仕上げています。

⑫カスタマイズ
価 格：５３,０００円（税込５７,２４０円）
カラー：最大２６色から選べます。
組合せは１４０万通り以上です。
重 さ：カラーの組合せで異なります。

オリジナル
ランドセル

「フラットキューブ ライト」のランドセルをベースとし、お好
きなカラーのランドセルをお作りいただけます。２４色ランド
セルの色味にゴールド、シルバーを加えた２６色から、本体、
かぶせ、ヘリの色を選べます。内装カラーやかぶせ鋲も選ぶこ
とができ、組合せは１４０万通り以上です。

⑬プレミアムコードバン
価 格：９０,０００円（税込９７,２００円）
カラー：２色
重 さ：約１,４８０ｇ
※実物展示は早期ご予約販売会のみです。

天然革

かぶせにはランドセル素材では最高級と称される希少価値の高
いコードバン（馬革）を、本体や背あて部分には牛革を使用し
ています。内装は、総内張り仕様の高級感のある仕上がりです。
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⑭プレミアム牛革
価 格：７０,０００円（税込７５,６００円）
カラー：５色
重 さ：約１,３９０ｇ
※実物展示は早期ご予約販売会のみです。

天然革

かぶせや本体、背あてに牛革を使用しています。天然皮革の持
つ本物の質感や輝きをいかし、上質で洗練されたデザインに仕
上げています。前ポケットにはエンブレムの素押しなど、シン
プルさの中にさまざまなこだわりが詰まったランドセルです。

⑮イタリアモンタナ リオダブルバット
価 格：１４０,０００円（税込１５１,２００円）
カラー：２色
重 さ：約１,６２０ｇ
※実物展示は早期ご予約販売会のみです。
※フラットキューブではありません。

天然革

イタリアトスカーナ地方の職人が、伝統的な製法で仕上げる
本物のなめし革を使用しています。本物だけが持つ、他には
無い質感と風合いが特長です。使い込むほどに独特の味わい
が増してくる、長く愛せるランドセルです。革は、上質な風
格を備えたペコスハード（牛の肩の部分）を使用し、丈夫で
型崩れしにくいことが特長です。

保護者の“不安”を“安心”に！

「トップバリュセレクト」２０１８年モデル限定で、
個人賠償責任補償最高１億円の「プレゼント保険」が特典で付いています！
＜個人賠償責任補償＞最高補償額

１億円

※保険会社による示談交渉サービスが付いています

＜交通事故のケガによる入院補償＞１日につき

１,０００円

※３０日限度

「トップバリュセレクト」２０１８年モデルのランドセル全てに「プレゼント保険」が付いています。
「トップバリュセレクトランドセル２０１８年モデルプレゼント保険（個人賠償責任危険補償特約付き
傷害総合保険）
」は、加入登録いただくだけで、２０１８年４月１日から１年間補償を受けられます。
（取扱代理店：イオン保険サービス株式会社 引受保険会社：朝日火災海上保険株式会社）
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トップバリュ かるすぽランドセル
⑯⑰グランデ（キュート／スポーツ）
価 格：４３,０００円（税込４６,４４０円）
カラー：各５色
大容量
大マチ１３.５ｃｍ
重 さ：キュート約１,１１０ｇ
スポーツ約１,１００ｇ
大マチ幅１３.５㎝の大容量ランドセルです。女の子向けのキュ
ートは、メタリックカラーの５色展開で、ハートとリボンの刺
繍をあしらったおしゃれなデザインです。男の子向けのスポー
ツは、かぶせやサイドのシャープな盛り上げデザインなど、斬
新なデザインが特長です。サイドと肩ベルトには、安全面に備
えた反射印刷を施しています。

⑱⑲ＮＥＷスタンダード（ＧＩＲＬ／ＢＯＹ）
価 格：３８,０００円（税込４１,０４０円）
カラー：各４色
大容量＆軽量
重 さ：ＧＩＲＬ約１,０２０ｇ
大マチ１２.０ｃｍ
小マチ３ｃｍ
ＢＯＹ約１,０３０ｇ

大マチと小マチ合わせて１５.０ｃｍの大容量タイプでありな
がら、重さは約１,０００ｇと軽めのランドセルです。ＧＩＲＬ
はリボン、ＢＯＹはエンブレムをモチーフにしたポケットの刺
繍窓がアクセントのシンプルなデザインが特長です。

⑳２４色ランドセル
価 格：３５,０００円（税込３７,８００円）
カラー：２４色。
重 さ：約９９０ｇ

軽量
約９９０ｇ

※パールカラー、メタリックカラーは約１,０１０ｇ

㉑ＭＹカラー

オリジナル
ランドセル

価 格：３８,０００円（税込４１,０４０円）
カラー：２４色から選び、組合せは１１０万通り以上です。
重 さ：カラーの組合せで異なります。
「２４色ランドセル」をベースに、かぶせやヘリなどのお好き
な色を選び、内装や鋲なども組合せできる、自分だけのオリジ
ナルランドセルをお作りいただけます。
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進化を続ける「イオンのランドセル」の取り組み
２００１年に「イオンの２４色ランドセル」を販売して以来、これまで累計３００万人を超える小学生
がイオンで購入したランドセルで通学しています。
２００１年

「イオンの２４色ランドセル」
業界初となる２４色をご提案。流行などに合わせて毎年変わるカラーバリエーションで、
お子さまの個性が輝くランドセルとしてご支持いただき、イオンのランドセルを代表す
るロングセラーです。

２００４年
２００６年

イオンのブランド「トップバリュ」としてランドセルを発売
「トップバリュ ＮＥＷバリエーションランドセル」
かわいらしいハートや花、稲妻やイーグルなどのモチーフを使用するなど、従来の画一
的なデザインではなく、好みに合わせて選べるランドセルです。
「トップバリュ ＭＹカラーランドセル」
「２４色ランドセル」のカラーから本体、かぶせ、ヘリ、かぶせ鋲も選べる組合せでオ
ンリーワンのランドセルが作れます。今年は新たに内装も選べるようになり、
「トップバリュセレクト」の「カスタマイズ」では１４０万通り以上、
「トップバリュ」
の「ＭＹカラー」では１１０万通り以上の組合せで、お子さまの個性が輝くランドセル
を作ることができます。
「トップバリュ かるすぽランドセル」
「学校で使うＡ４クリアファイルが折れ曲がることなく入るランドセルがほしい」とい
うお客さまの声から生まれたランドセルです。現在は、Ａ４フラットファイルが“かる
がる”
“すっぽり”収まるサイズです。
「トップバリュセレクト フラットキューブランドセル」
熟練した職人ならではの高い技術により「ヘリ」をなくすことで、容量を増やしつつ
コンパクトな大きさを実現したランドセルです。高度な縫製技術で通常の約３倍の時間
をかけて作り上げるランドセルは「ものづくり日本」ならではの高品質ランドセルとし
て、高いご支持をいただいています。
「トップバリュセレクト かるすぽフラットキューブランドセル フレックス」モデル
日本初となるマチのサイズが変わるランドセルは、
「お子さまの成長に応じて変わる学習
用具の量に合わせたランドセルがほしい」というお客さまの声から生まれました。
側面のファスナーの開閉だけで２.５㎝～３㎝奥行きが伸びたり、縮んだりします。
「トップバリュセレクト かるすぽフラットキューブランドセル プレミアム」モデル
ワンランク上の機能・品質の「トップバリュセレクト」の中でも、最高ランクの「プレ
ミアム」モデルは、お客さまのランドセル選びの決め手になる“こだわり”の声を元に
生まれました。デザイン重視の方には全面刺繍をあしらった「スペシャル」を、素材重
視の方には希少性の高さから“革のダイヤ”とも称される「コードバン」をご用意しま
した。

２００７年

２０１０年

２０１１年

２０１４年

２０１５年

9

