２０１６年４月２０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

４/２２（金）イオンの「トップバリュ かるすぽランドセル」２０１７を販売開始
６年間の毎日をイオンの「こども基準性能」でアシストします。

イオンリテール株式会社（以下、イオン）は、４月２２日（金）より順次、「イオン」「イオンスタ
イル」で、ランドセルの早期ご予約販売会を実施します。今年は、「ランドセルは、“こどものため”
の通学かばん」という原点に戻り、新たに“心地よさ”を加え「こども基準性能」を追求した「トップ
バリュ かるすぽランドセル」を１０３種類発売します。
調査会社のアンケート※１によると、ランドセルを購入された方や検討された方の約半数が、購入基
準に６年間丈夫であること、軽さなどの基本的な性能に魅力を感じています。「こども基準性能」は、
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の性能です。

かるすぽランドセルの「こども基準性能」

①ランドセルサイドの芯材※２に軽くて剛性

“つよさ”を強

の高い素材を使用し、
つよさ

かるさ

化しています。サイド上部も丈夫な補強材で支
え、負荷がかかりやすい部分は、職人が手縫い
でしっかり補強しています。６年間へたらな
い、丈夫なランドセルです。

“かるい”、この２つ

②丈夫でしかも

の性能を高いレベルで両立しました。２４色
ランドセルは、１,０００ｇを切るほどの軽さ
です。特別設計の肩ベルトは、カラダにかかる
重量を分散し、背負い心地の

①

②

“かるさ”にもこだわっています。

③Ａ４フラットファイルがすっぽり入る大容
量サイズです。教科書や荷物が増えても、
できるだけ両手をあけて通学ができるように

大きさ

心地よさ

“大きさ”です。さらに

と考えた、

大マチ幅を広げた超大容量タイプもご用意し
ています。
④夏場の通学を快適にしたいと考えて、背あて
に通気性のよい素材を採用しています。肩に
フィットする肩ベルトにより、背負ったときの

“心地よさ”を高めています。

③

④

全て「こども基準性能」で作られた「トップバリュ かるすぽランドセル」は、「２４色ランドセル」
や、熟練の職人が丁寧に作り上げた“大容量なのにコンパクト”なプレミアムタイプの「フラットキュ
ーブランドセル」を中心に展開しています。また、デザインは近年人気が高まりつつあるクラシカルで
シンプルなタイプも増やしています。人気メーカーとのコラボレーション商品やイタリア製の本物のな
めし革を使った高級品まで、幅広くご用意しています。
※１：２０１５年４月にこどもが小学生に新入学しランドセルを購入・入手した男女、２０１６年４月に小学生に新入学予定の
子供がいる男女を対象としたインターネット調査より（調査対象地域：全国、想定サンプル数：１,０３０サンプル）
※２：フラットキューブランドセルに採用
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イオンの「フラットキューブ」は
愛されて今年で５年目
２０１１年に発売した「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」は、今年で
５年目を迎え、１年生から４年生までの小学生にご愛用いただいています。フラットキューブランドセ
ルは、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。今年は、保護者が重視される「丈夫さ」を中心に、
お子さまが快適な学校生活を過ごしていただけるよう、機能性を進化させています。

◆フラットキューブの２つの進化◆
１．「つよさ」の進化
①サイドの芯材に新補強材として、軽くて剛性のある「エフセル®」を使用し、より丈夫に仕
上げています。
②サイド上部には昨年よりさらに強度のある成型樹脂「ポリプロピレン」を採用しています。
また、サイドと前側の繋ぎ目部分を一繋ぎのパーツで補強し、前ポケット側からの圧力に対
する強度を高めています。
【従来型】

【改良型】

①、②の改良により、
強度が、当社比の約２倍
アップ！！

２．「心地よさ」の進化
背あて部分に、通気性が格段にアップした素材の「クラリーノ®ロベニカ®」や「スーパーブレ
スター®」を使用しています。夏の蒸れやすい時期でも、爽やかで快適な通学をご提供します。
※商品によって背あて素材は異なります。

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

日本製

Ａ４フラットファイル対 応

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、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
イル対応（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㎝内寸を実現しています。

「しわけジョーズ」付

６年間保証

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で
す。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、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。
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【商品一覧】
近年、デザインの控えめなランドセルの人気が高まりつつあり、お客さまにご好評をいただいていま
す。今年は、全体的に色使いや装飾を落ち着かせたデザインをベースに、クラシカルで上品に仕上げた
「シンプル」と、刺繍や装飾にこだわった「デコラティブ」のランドセルをご用意しています。

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

①②スマート（ＧＩＲＬ／ＢＯＹ）

シンプル

価 格：６０,０００円（税込６４,８００円）
デザイン
カラー：各４色
重 さ：ＧＩＲＬ約１,１５０ｇ、ＢＯＹ約１,１８０ｇ
ベーシックなカラーで各４色ずつ展開しています。ＧＩＲＬは、
かぶせにシックな飾りベルトやウィングチップをあしらった
上品なデザインです。ピンクゴールドの金具やハートのワンポイ
ント刺繍など、さりげない可愛さも特長です。ＢＯＹは、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。

③④プレッピー（ＧＩＲＬ／ＢＯＹ）

シンプル

価 格：５５,０００円（税込５９,４００円）
デザイン
カラー：各３色
重 さ：ＧＩＲＬ約１,１６０ｇ、ＢＯＹ約１,１７０ｇ
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。

⑤プリマドンナ
価 格：７０,０００円（税込７５,６００円）
カラー：４色
重 さ：約１,１７０ｇ

デコラティブ
デザイン

美しいツヤのあるメタリックカラーをベースに、かぶせと前ポケ
ット部分にゴージャスな刺繍をあしらい高級感のあるデザイン
に仕上げています。ハート型のナスカンや鋲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。
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⑥ファッショニスタ
価 格：６５,０００円（税込７０,２００円）
カラー：４色
重 さ：約１,１８０ｇ

デコラティブ
デザイン

かぶせや前ポケット、肩ベルトにはシルバーの刺繍やハートを散
りばめました。サイドにはクリスタルの鋲も輝いています。細か
なデザインが深みのあるマットカラーのベースに映える、上品な
仕上がりのランドセルです。

⑦ヴィセオ
価 格：６５,０００円（税込７０,２００円）
カラー：４色
重 さ：約１,１５０ｇ

デコラティブ
デザイン

人気のカーボン柄生地を採用したランドセルです。サイドデザイ
ンや鮮やかなコンビカラーステッチなど、男の子が求める「カッ
コイイ」が詰まっています。肩ベルトやサイドのカラー反射印刷
で安全面にも備えています。

⑧⑨ライト（ＧＩＲＬ／ＢＯＹ）
価 格：５０,０００円（税込５４,０００円）
カラー：ＧＩＲＬ４色、ＢＯＹ５色
重 さ：各約９８０ｇ

シンプル
デザイン
軽量

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
ザインが特徴です。ＢＯＹは、シンプルかつ上質なデザインに仕
上げています。

⑩⑪グランデ（ＧＩＲＬ／ＢＯＹ）
価 格：６０,０００円（税込６４,８００円）
カラー：ＧＩＲＬ５色、ＢＯＹ４色
重 さ：ＧＩＲＬ約１,１４０ｇ、
大容量
ＢＯＹ約１,１１０ｇ

５㎝
１２.５㎝

デコラティブ
デザイン
シンプル
デザイン

フラットキューブ型最大級の容量を誇る大容量ランドセルです。
大マチ１２.５㎝＋中マチ５㎝＝１７.５㎝まで広がり、体操着や
水筒までも入り、できるだけ両手をあけて通学ができるように、
お子さまの安全にも配慮しています。荷物が少ないときは中マチ
をマチベルトで調整できます。ＧＩＲＬは、全色パールカラーで、
キルティングをモチーフにしたかわいいデコラティブデザイン
です。ＢＯＹは、かぶせやサイドにステッチを施したシンプルな
デザインです。全体をコンビカラーにし、スポーティーな仕上が
りにしています。かぶせや本体は、丈夫でキズに強い「クラリー
ノ®タフロック®」を採用しています。
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（カスタマイズ）

⑫フラットキューブ 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。

シンプル
デザイン
軽量

「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。
数量限定

⑬フラットキューブ 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。

シンプル
デザイン

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。

⑭フラットキューブ 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。

シンプル
デザイン

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。

保護者の“不安”を“安心”に！

「トップバリュセレクト」２０１７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」２０１７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２０１７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、２０１７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
⑮⑯グランデ（エレガント／アイビー）

シンプル
デザイン

価 格：４０,０００円（税込４３,２００円）
大容量
カラー：各５色
重 さ：エレガント約１,０９０ｇ、アイビー約１,１００ｇ
マチ幅１３.５㎝の大容量ランドセルです。女の子向けのエレガ
ントはかぶせとヘリをコンビカラーに、男の子向けのアイビー
はかぶせにピラミッド鋲をあしらったシンプルで好まれやすい
デザインに仕上げています。

⑰⑱グランデ（キュート／スポーツ）

デコラティブ
デザイン

価 格：４３,０００円（税込４６,４４０円）
大容量
カラー：各５色
重 さ：キュート約１,１１０ｇ、スポーツ約１,１００ｇ
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。

⑲２４色ランドセル
価 格：３５,０００円（税込３７,８００円）
カラー：２４色。新色は、バーガンディ、
レッド、オレンジバーミリオンです。
重 さ：約９９０ｇ

シンプル
デザイン
軽量

※パールカラー、メタリックカラーは約１,０１０ｇ

（カスタマイズ）

⑳ＭＹカラー

シンプル
デザイン

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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【「トップバリュ かるすぽランドセル」販売概要】
展開日・展開店舗：①４月２２日（金）より順次、全国約２４０店舗の「イオン」「イオンスタイル」
で早期ご予約販売会開催
②５月７日（土）より順次、全国約１７０店舗の「イオン」「イオンスタイル」
で早期展開
③７月上旬より全国約４７０店舗の「イオン」「イオンスタイル」
「イオンスーパーセンター」で展開
Ｗ Ｅ Ｂ 販 売：４月２２日（金）１０時より、
オンラインショップ「おうちでイオン イオンショップ」で販売開始
（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 １０３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２３７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。
４月２２日（金）１０時公開予定です。

トップバリュ限定スペシャル企画ランドセル
数量限定

①トップバリュセレクト
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
シンプル
※承り開始日は店舗によって異なります。
デザイン
※実物展示は早期ご予約販売会のみです。
※プレゼント保険対象商品です。
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。

数量限定

②シブヤ文房具×ＡＥＯＮコラボレーション
トップバリュ グレース・ティアラ
価 格：５３,０００円（税込５７,２４０円）
カラー：全４色
重 さ：約１,２３０ｇ
※カタログ、ＷＥＢにて承ります。

デコラティブ
デザイン

人気のシブヤ文房具とコラボレーションした、他では手に入
らない、さまざまなこだわりが詰まったスペシャル・ランド
セルです。
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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」
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。
「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「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。
「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。

２００７年

２０１０年

２０１１年

２０１４年
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