２ ０ １ ５年 ４ 月２ ４ 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

「トップバリュセレクト」史上最高のランドセル誕生

全面刺繍ランドセル、デザインにこだわった１０万円
天然皮革ランドセル、素材にこだわった９万円
イオンリテール株式会社（以下イオン）は、４月２４日（金）より順次、ランドセルの早期
ご予約販売会を実施します。イオンは２００１年に業界初となる２４色ランドセルを発売して以
来、品質、デザイン、機能にこだわってランドセルを作り続けてきました。今年は、お客さまの
ランドセル選びの決め手となる“こだわり”の声を元にこれまでのランドセル作りで培ってきた
技術、粋を尽くしたイオン史上最高価格の「トップバリュセレクト」のランドセルをはじめ、
“こだわり”のランドセルをご用意しました。

「トップバリュセレクト フラットキューブプレミアム スペシャル」
９５,０００円（税込１０２,６００円）

ゴージャスな華やかさ

ダイヤと称される
高級馬革
「トップバリュセレクト
フラットキューブプレミアム コードバン」
８５,０００円（税込９１,８００円）
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「トップバリュセレクト」だから、この品質。
「トップバリュセレクト フラットキューブランドセル」は、へりなしのランドセルです。国内で
も数台しかない専用のミシンで熟練の職人のみが通常のランドセルの約３倍の時間をかけて作る
ことができます。背面とマチの接触面にあるへりをなくすことで、へりがある通常のランドセル
よりも一回り小さくなり、体の小さな低学年のお子さまの体への負担が減ります。
昨年１０モデル５１種類展開した「トップバリュセレクト」のランドセルを、今年は１５モデル
７０種類まで拡大しました。

きらきらした、プリンセスのようなかわいいランドセルがほしい！
デザイン重視派のお客さまにおすすめ！
◆「トップバリュセレクト フラットキューブプレミアム スペシャル」
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”モデルです。
「プレミアム スペシャル」は、お
子さまがランドセルを選ぶ決め手となる“デザイン”に徹底してこだわ
りました。昨年から人気のパールのようなキラキラした華やかな色使い、
かわいらしいポイント刺繍をさらに深化させ、ゴージャスな仕上がりの
メタリックカラー５色をご用意しました。かぶせをはじめ、ランドセル
全体には、女の子に人気の花やリボンをモチーフにした細かい刺繍を全
面に入れており、他にはないデザインにしています。
＜主な特長＞

①

②

③

④

⑤

① ゴージャスな全面刺繍
かぶせと前ポケットには、しっとりと艶やかな高級感を持つ絹に近い光沢のレーヨンの刺繍
糸を使用し、機械を使っても３時間を超えるきめ細かい丁寧な全面刺繍を施しています。特
にかぶせは、針数５万針にも及ぶ贅沢な刺繍です。
② 華やかさを引き立てるスパンコール刺繍
サイドには、光加減や見る角度によって表情を変えるホログラムシルバーのスパンコール付
刺繍を施しています。
③ 内装総内張りの高級感のある仕様。ハート型の名前窓付
④ 背あて、肩ベルトにもリボン刺繍
⑤ 高級感があり、簡単で使いやすいワンプッシュ錠前
【
「トップバリュセレクト フラットキューブプレミアム スペシャル」販売概要】
発 売 日：４月２４日（金）
価
格：９５,０００円（税込１０２,６００円） ※「トップバリュ」シリーズ最高価格
カ ラ ー：全５色（メタリックブラウン、メタリックピーチ、メタリックストロベリー、
メタリックソラ、メタリックラベンダー）
重
さ：約１,２３０g
承り店舗：約４００店舗
※承り開始日は店舗によって異なります。
※実物展示は早期ご予約販売会のみです。
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６年間使うものだから、天然ならではの“本物”が持つ質感を大切にしたい。

素材重視のお客さまにおすすめ！
◆「トップバリュセレクト フラットキューブプレミアム コードバン」
一頭の馬からとれる量が少なく、その希少性の高さから“革のダイ
ヤ”とも称されるコードバンをかぶせに使用しているので、深みの
あるなめらかな光沢があります。また、背当て、マチ部分には、牛
革を使用しています。さらに、内装は総内貼りで高級感を持たせる
とともに、天然素材だからこそ生まれる上品な質感の魅力を最大限
に引き出すシンプルなデザインに仕上げています。

【
「トップバリュセレクト フラットキューブプレミアム コードバン」販売概要】
発 売 日：４月２４日（金）
価
格：８５,０００円（税込９１,８００円）
カ ラ ー：全２色（ブラック、レッド）
重
さ：約１,４００g
承り店舗：約４００店舗
※承り開始日は店舗によって異なります。
※実物展示は早期ご予約販売会のみです。

さらに、今年は「トップバリュセレクト」史上最軽量のランドセルも登場します。
まだ体も小さいので、通学の負担にならないランドセルを買ってあげたい！
軽くて、きちんと体にフィットするものがいい。
軽量重視のお客さまにおすすめ！
◆「トップバリュセレクト フラットキューブ 新・軽量」
軽量化にこだわった「新・軽量」は軽さ際立つ約９２０g です。
さらに着脱式の持ち手を外すと約８９０g になり、Ａ４フラット
ファイル対応の「トップバリュセレクト」史上最軽量の軽さです。
従来、複数のパーツを組み合わせていた中マチと前ポケットを一体
成型製法にすることや、かぶせとベロ部分の一体化、一般的な錠よ
り軽い簡単施錠のふわりぃ®ロックを採用することで、容量はその
ままに、より軽くなっています。

【
「トップバリュセレクト フラットキューブ 新・軽量」販売概要】
発 売 日：４月２４日（金）
価
格：５０,０００円（税込５４,０００円） ※「トップバリュセレクト」シリーズ最軽量
カ ラ ー：全４色（ストロベリー、サクラ、ブラック/ブルーステッチ、ブラック/レッドステッチ）
重
さ：約９２０g ※脱着式持ち手取り外し時：約８９０g
承り店舗：約３７０店舗
※承り開始日は店舗によって異なります。
※一部店舗では、実物展示を行っていない承りのみの店舗があります。
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「トップバリュ かるすぽランドセル」２０１６年モデル
今年は、お客さまがランドセルを選ぶ決め手となる４つの“こだわり”ポイントに合わせ、
ランドセルの特長にメリハリをつけてご提案します。
「トップバリュ かるすぽランドセル」２０１６年モデル ４つの“こだわり”提案

デザイン

軽量

お子さまの
“こだわり”NO.１

大容量

素材

保護者の方の“こだわり”ベスト３

また、イオンの「トップバリュ かるすぽランドセル」は全てのランドセルに４つの共通特長を
持っています。

日本製

A４フラットファイル対応

「しわけジョーズ」付

６年間保証

日本の熟練した職人の手により２００〜２５０の部品を１つ
１つ丁寧に組み合わせ、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。
授業で使うプリントを綴じるＡ４フラットファイル（約２３
㎝）やＡ４クリアファイル（約２２㎝）も折り曲がらずに入れ
ることができる幅広約２３.５㎝の内寸を実現しています。
教科書がまだ少ない低学年の時に便利な、中身のガタつきを抑
えるイオンオリジナルシステム。揺れを軽減することでお子さ
まの通学負担をできるだけ少なくします。
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、イオンが無償で修理します。お預かりしている間は
代わりのランドセルをご用意するので、６年間毎日ランドセル
で通学いただけます。

【
「トップバリュ かるすぽランドセル」販売概要】
展 開 日：①４月２４日（金）より順次、全国約２１０店舗の「イオン」で早期ご予約販売会開催
②５月 ２日（土）より順次、全国約１００店舗の「イオン」で先行展開
③７月中旬より全国約４８０店舗の「イオン」等で展開
展開店舗：全国の「イオン」
「ダイエー」
「イオンスーパーセンター」等約４８０店舗
オンラインショップ「おうちでイオン イオンショップ」
（https://www.aeonshop.com/）
展開アイテム数：
「トップバリュ かるすぽランドセル」シリーズ １１３種類
※カスタマイズできる組み合わせは１４０万通り超
※ＮＢを含むランドセル全体の展開アイテム数は２５８種類です。
価 格 帯：３３,０００円（税込３５,６４０円）～９５,０００円（税込１０２,６００円）
※商品の一部は、店舗によって展示・取扱いのない場合があります。
※商品の一部は、予約販売のみとなります。
※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。
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【商品例】

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

「よりよい品質、よりよい機能、よりよいデザイン」をお求めのお客さまニーズにお応えします。
さらに今年は、保護者の方々の“不安”を“安心”にする個人賠償責任保証最高１億円の「プレ
ゼント保険」を「トップバリュセレクト」２０１６年モデル限定でお付けします。

①プレミアム スペシャル ※数量限定、受注生産
価 格：９５,０００円（税込１０２,６００円）
カラー：５色
重 さ：約１,２３０g

デザイン

２０１６年モデルから加わった新モデルです。ワンプッシュ錠
前やサイドポケットなどの機能性に加え、目を引く鮮やかなメ
タリックカラー、かぶせの全面刺繍、花柄モチーフの鋲、背当
てのカラーリング・刺繍など細部までデザインにこだわったゴ
ージャスでかわいいランドセルです。

②プレミアム コードバン ※数量限定、受注生産
価 格：８５,０００円（税込９１,８００円）
カラー：２色
重 さ：約１,４００g

素材

ランドセル素材の最高峰・コードバンをかぶせに使用し、昨年
もご好評いただいたランドセルです。馬の腰部「コードバン」
は、なめらかな質感に上品な光沢、キズがつきにくい丈夫さを
兼ね合わせています。内装も総内張りで高級感あふれる仕上が
りです。

③プレミアム スパンコール ※数量限定
価 格：７０,０００円（税込７５,６００円）
カラー：５色
重 さ：約１,０９０g

デザイン

鮮やかなメタリックカラーに箔押しやスパンコール刺繍、高級
感とかわいらしさのあるピンクゴールドの金具など、かわいら
しさにこだわったランドセルです。
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④プレミアム バイカラー ※数量限定
価 格：６５,０００円（税込７０,２００円）
カラー：５色
重 さ：約１,１１０g

デザイン

２色のコンビネーションカラーをベースに、肩ベルトはハート
刺繍、サイドはクリスタル鋲を添えたハート盛上げ加工で立体
的なハートをあしらうなど、随所にハートのデザインをちりば
めたおしゃれでキュートなランドセルです。

⑤プレミアム カーボン柄 ※数量限定
価 格：６０,０００円（税込６４,８００円）
カラー：５色
重 さ：約１,０７０g

デザイン

カーボン柄素材の質感に、肩ベルト、背あての鮮やか配色で、
クール＆スタイリッシュなランドセルです。背あてのカラーは
スポーティーなブルーやライムグリーンなどからお選びいただ
けます。かぶせにはおしゃれな黒ニッケルのエンブレムの鋲を
使用しています。

⑥プレミアム クラシック ※数量限定
価 格：５５,０００円（税込５９,４００円）
カラー：４色
重 さ：約１,０８０g

デザイン

２０１６年モデルから加わった新モデルです。エンブレム型押
しでクラシックテイストに仕上げ、スマートで力強いデザイン
が魅力のランドセルです。サイドはシャープなデザインに反射
材と星形ナスカン、カラーファスナーをあしらい、シックなが
らもこだわりのデザインです。かぶせにはクラリーノ®のなかで
も丈夫でキズのつきにくいクラリーノ®タフロック®を採用しま
した。

⑦プレミアム革付属 ※数量限定
価 格：５０,０００円（税込５４,０００円）
カラー：５色
重 さ：約１,０９０g

素材

シンプルなデザインにかぶせ部分の装飾、前締めベルトに牛革
をあしらっています。牛革がアクセントとなり、上質感あるラ
ンドセルです。かぶせにはクラリーノ®のなかでも丈夫でキズの
つきにくい素材タフロック®(ブラック、ブラック/ゴールドステ
ッチ、マリンブルー)、レミニカ®（ストロベリー、ブラウン）を
採用しました。
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⑧プレミアム 牛革 ※数量限定、受注生産
価 格：６５,０００円（税込７０,２００円）
カラー：４色
重 さ：約１,３００g

素材

２０１６年モデルから加わった新モデルです。かぶせと本体の
牛皮には、シボ加工を施し、天然皮革の質感を引き立てる仕上
がりで、使うほどに味が出るランドセルです。

⑨スタンダード軽量
価 格：５０,０００円（税込５４,０００円）
カラー：１０色
重 さ：約９６０g

軽量

約９６０g という軽さに加え、肩ベルトのズレを防止しフィット
感を向上させるチェストストラップ付きなので、通学中のお子
さまの体への負担がより軽くなります。
シンプルなデザインにハートやエンブレムのモチーフを随所に
こらしたおしゃれなデザインです。

⑩新・軽量
軽量
価 格：５０,０００円（税込５４,０００円）
カラー：４色
重 さ：約９２０g ※着脱式持ち手取り外し時：約８９０g
２０１６年モデルから加わった新モデルです。
「トップバリュセ
レクト」最軽量ランドセルです。通常、複数のパーツで作る前
ポケットと中マチを一体成形製法で１つのパーツから作ること
で軽量化しています。また、かぶせも１つのパーツにし、錠前
を簡単に操作でき、軽量なふわりぃ®ロックを採用しています。

⑪⑫スタンダード大容量（GIRL/BOY）
価 格：５５,０００円（税込５９,４００円）
カラー：１０色
重 さ：GIRL 約１,１３０g
BOY 約１,１１０g

大容量

両手が空くように、体操着や水筒なども入れられるよう、
「トッ
プバリュセレクト」最大クラスの大容量を誇るランドセルです。

手ぶらで
安心通学！
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⑬フレックス・スリム
価 格：５５,０００円（税込５９,４００円）
カラー：５色
重 さ：約１,１１０g

大容量

昨年デビューしたマチ幅が変化するフレックスモデルです。お
子さまの成長や教材の量に合わせてフレキシブルに対応できま
す。スリムは、通常マチ幅がスリムな約１０㎝で、サイドのチ
ャックを開くことで、最大約１２.５㎝まで拡張することができ
ます。

⑭フレックス・ワイド
価 格：５５,０００円（税込５９,４００円）
カラー：５色
重 さ：約１,１４０g

大容量

昨年デビューしたマチ幅が変化するフレックスモデルです。お
子さまの成長や教材の量に合わせてフレキシブルに対応できま
す。ワイドは、通常マチ幅が約１２㎝で、サイドのチャックを
開くことでワイドな最大約１５㎝まで拡張することができます。

⑮カスタマイズ
価 格：５３,０００円（税込５７,２４０円）
カラー：最大２６色から選んで１４０万通り以上 デザイン
重 さ：カラーの組合せで異なります。
お好みのカラーを選んでオリジナルの「トップバリュセレクト
フラットキューブランドセル」が作れます。今年新たにゴール
ド、シルバーを加えた２６色から、本体、かぶせ、ヘリのカラ
ーが選べます。また、内装のカラーも選べるようになり、組み
合わせは１４０万通りを超えます。肩ベルトのズレ防止とフィ
ット感を向上させるチェストストラップ付きです。

「トップバリュセレクト」のランドセルなら、「プレゼント保険」特典付き！
＜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付き

１,０００円

＜交通事故のケガによる入院補償＞１日につき

※３０日限度

「トップバリュセレクト」２０１６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２０１６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２０１６年４月１日から１年間、補
償が受けられます。
（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

①ニューバリエーション トレンド
価 格：４３,０００円（税込４６,４４０円）
カラー：４色
重 さ：約１,０７０g

大容量
デザイン

「GIRL」タイプは、かぶせの縁やサイド、肩ベルトに花やハー
トの刺繍をあしらい、かわいらしいデザインです。背あてのカ
ラーリングや内装の柄など、デザインにこだわったランドセル
です。
「BOY」タイプは、かぶせやサイドのカーボン素材の切り
替えデザインや背あての配色などスタイリッシュで斬新なデザ
インです。
②ニューバリエーション スタンダード
価 格：３８,０００円（税込４１,０４０円）
カラー：１４色
重 さ：約１,０８０g

大容量
デザイン

デザインにこだわりつつも、全体はシンプルに仕上げたスマー
トなランドセルです。かぶせにはクラリーノ®のなかでもキズの
つきにくい素材を採用しています。さらに大マチ幅を１３.５
ｃｍにして容量をアップしています。

③２４色ランドセル
価 格：３３,０００円（税込３５,６４０円）
デザイン
カラー：２４色
重 さ：約９９０g
※パール、メタリックカラーは約１,０１０g

デザイン

④ＭＹカラー
価 格：３６,０００円（税込３８,８８０円）
カラー：２４色から選んで、組み合わせは１１０万通り以上
重 さ：カラーの組合わせで異なります。
本体、かぶせ、へりを２４色から選んでオリジナルランドセル
を作れます。内装や鋲などもカスタマイズでき、組み合わせパ
ターンは１１０万通りを超えます。
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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、累計２９０万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されています。
２００１年 「イオンの２４色ランドセル」
業界初となる２４色カラーをご提案。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 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
２００６年 「トップバリュ ＮＥＷバリエーションランドセル」
女の子向けには、ハートや花のモチーフでかわいらしさを、男の子向けには稲妻
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。
２００７年 「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、へり、かぶせ鋲も選べる組み
合わ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１１０万通り以上の組み合わせで、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。
２０１０年 「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らずに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「かるすぽランドセル」は、現在、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、すべての「トップバリュ」
のランドセルが対応しています。
２０１１年 「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「へり」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。
２０１４年 「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。
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