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２ ０ ２ １ 年 ３ 月 ５ 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 

 

かるがる背おえてすっぽり入る！イオンの「かるすぽ」ランドセル 

３/５（金）より順次、「イオンのランドセル２０２２」予約開始  
「かるすぽ みらいポケット」のタブレットケース付モデルに“軽量タイプ”新登場 
「かるすぽ はなまるランドセル２４」が全面リニューアル！軽量でジェンダーレスなデザインに 

 

イオンは３月５日（金）より順次、全国の「イオン」「イオンスタイル」約４００店舗にて、授業

や校外学習などで使用するタブレット端末を収納できるケースが備わった「かるすぽ みらいポケット」

のタブレットケース付ランドセルに新登場する“軽量モデル”など、２０２２年新入学生向けの   

ランドセル、最大約３３０アイテム※１の予約販売を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染症拡大の影響を受け、文部科学省が推進するＧＩＧＡスクール構想※２は、当初予定より２年早い

本年３月を目標に、小学１年生から中学３年生に学習用端末を１人１台導入するなどのＩＣＴ（情報通信 

技術）環境の整備を進めており、小学生を取り巻く教育環境は大きく変化しています。 

こうした中、イオンは、急速に進行する小学校でのＩＣＴの積極的活用を見越したランドセルを  

展開します。 
 

２０２２年新入学 トップバリュの「かるすぽ」ランドセルの特長 
１. 「かるすぽ みらいポケット」のタブレットケース付モデルに、“軽量モデル”が新登場！ 

タブレット端末、デジタル教科書の導入を見据えて、小マチが３ｃｍから８ｃｍまで広がる超大容量
ランドセル「かるすぽ みらいポケット」に、タブレットケース付“軽量モデル”が新登場します。 
 

２.「かるすぽ はなまるランドセル２４」を全面リニューアル！軽量で、ジェンダーレスなデザイン 
２４種類の豊富なバリエーションが特長の「かるすぽ はなまるランドセル２４」が全面リニューア
ルします。背あてのヘリをカットするフラットキューブ仕様にすることで、昨年より１００ｇ軽い、    
約９８０ｇへの軽量化を実現しています。またシンプルでジェンダーレスなデザインを採用しています。 
 

３.背あてと肩ベルトの一部に、抗菌加工を施した人工皮革を使用した商品※の展開、 

抗ウイルス加工を施した、日本製の連絡袋付き 
・カラダが触れる背あてと肩ベルトの内側には、においの原因菌の増殖を抑える抗菌防臭加工と通気
加工を施したクラリーノⓇロベニカⓇを採用し、お子さまの快適な通学を応援します。 
※「みらいポケット」の全商品と「ミラクルｉｎ」の一部商品に使用しています。 

・２０２２年モデルの「かるすぽ」ランドセルには、抗ウイルス加工を施した連絡袋が付いています。 
 

 これからもイオンは、時代とともに変化する教育環境のニーズに合わせ、子ども視点・親視点で開発

したランドセルを企画・開発してまいります。 
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トップバリュの「かるすぽ」ランドセルは 

機能や好みに合わせて選べる３シリーズで展開！ 
 
 イオンの「かるすぽ」ランドセルは、背おいやすさを追求し、大きめのマチで収納力があり、お子さま

の６年間をしっかり守る「かるがる背おえて、すっぽり入る」ランドセルです。 

２０２２年モデルは「かるすぽ みらいポケット」「かるすぽ ミラクルｉｎ」「かるすぽ はなまる   

ランドセル２４」の３種類で展開します。機能や好みに合わせて、お子さまの６年間の学校生活をサポート

する最適なランドセルを選べます。 
 

 

 

 

 
 
 

各シリーズ特長 

【新登場】タブレットケース付モデルにシリーズ最軽量のランドセル 

  

 

 
 
小マチが３ｃｍから８ｃｍまで自在に伸び縮みするため、荷物が

少ない日はスッキリと、荷物が多い日はググンと伸ばして総マチ
最大２０.５ｃｍの超大容量になるランドセルです。「教科書だけで
なく体操着や水筒など、学校生活に必要な道具がたっぷり入るので、
両手をあけて、安心して通学することができます。さらに、荷物が
増えてもかるがる背おえるように、背あて、背カン、肩ベルトなど
の工夫を施しています。    ※軽量モデルは総マチ最大１９.０ｃｍ 

 
 

【大好評】「かるすぽ」シリーズ最大の大マチですっぽり入る 

 

 

   
 
「かるすぽ」シリーズ最大の大マチ（１３.０～１３.５ｃｍ）と、
小マチ３ｃｍの大容量のランドセルです。水筒や折りたたみ傘
など、かさばる荷物もすっぽりと収納できます。 
お子さまのカラダへの負担を軽減するため、ワンタッチで肩ベルト
の調節ができる「ラチェットアジャスター」、または背中にかかる
圧力を分散させる「ふわりぃクッション エアリーフォームⓇ」、
または３点背あて「かるくなーれ」などを採用しています。 

 
 

【リニューアル】より軽量で、ジェンダーレスなデザインに  

 

 

 
 
定番色からトレンドカラーまで、２４種類の豊富な
バリエーションの中から選べるランドセルで、今年全面
リニューアルしています。大マチ１２ｃｍ、小マチ３ｃｍ
でたっぷり入る容量でありながら、背あてのヘリをカッ
トするフラットキューブ仕様にすることで、昨年モデル 
より１００ｇ軽い、約９８０ｇへの軽量化を実現していま
す。またシンプルでジェンダーレスなデザインを採用し
ています。お好みで「ハート」や「スポーツ」デザイン
がセレクトできる「パターンセレクト」も新たに登場します。 
 

大マチ 
１３.０ｃｍ～ 
１３.５ｃｍ 
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商品一例 

★ＮＥＷ★「かるすぽ みらいポケット」のタブレット付モデルに軽量ランドセル新登場！ 
 
 
    
かるすぽ みらいポケット タブレットケース付軽量モデル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
使用特長 

① 「みらいポケット」シリーズ最軽量の約１,１００ｇ台 
加速化するＧＩＧＡスクール構想※２に対応するため、昨年登場した「タブレットケース付モデル」の
小マチの可動域（３ｃｍ～８ｃｍ）はそのままに、大マチを小さく（１１.０ｃｍ）しています。     
荷物が多い時には総マチ１９ｃｍと大容量を収納できるスペックでありながら、シリーズ最軽量の
ランドセルです。 

② タブレットケースは着脱可能。背あて側に収納することで重さを感じにくい構造 
付属のタブレットケースは、１０.５インチまでの大きさのタブレット端末もすっぽりと収納可能で、
使用しない時はケースを外せます。またタブレットの収納スペースを背あて側につくることで、しっかり
と固定でき、外側からの衝撃を受けにくい上、背 中側に重心があるため重さを感じにくい仕様で
す。 

③ 背あて・肩ベルトの内側には抗菌加工を施した人工皮革を使用 
お子さまのカラダが触れる背あてと肩ベルトの内側には、においの原因菌の増殖を抑える抗菌防臭 
加工と通気加工を施したクラリーノⓇロベニカⓇを採用し、お子さまの快適な通学を応援します。 

④ 抗ウイルス加工を施した、日本製の連絡袋付き 
連絡帳などを入れ使用頻度が高い付属の連絡袋には、抗ウイルス加工を施しています。２０２２年
モデルの「かるすぽ」ランドセル全商品に付属しています 

 

デザイン特長 

＜トゥインクルホロスコープ＞ 
「ホロスコープ」（天体の配置図）をモチーフにした
ランドセルです。側面にはきらめく星空をイメージ
した刺繍を施し、かぶせを開けると星のティアラを
銀箔押しとクリスタルであしらった輝くデザイン
です。近年人気が高まっている「ネイビーブルー」
のほか、パステルカラー調の「ソラ」「スミレ」  
「ミルキーホワイト」の４色展開です。 
 
＜ハイテクスポーツ＞ 

スタイリッシュで躍動感のある印象のランドセル

です。側面には光とスピードをイメージしたアクティブ

なデザインをあしらい、かぶせ裏には駆け抜けて

ゆく光景を表現したプリントをあしらっています。 
 
 
商 品 名：①みらいポケット トゥインクルホロスコープ フラットキューブ（タブレットケース付軽量モデル） 

②みらいポケット ハイテクスポーツ フラットキューブ（タブレットケース付軽量モデル） 

カラー／重さ：各４色／①１,１４０ｇ、②１,１２０ｇ 

価 格：本体価格６５,０００円＋税※３ 

超大容量 着脱可能な「タブレットケース付き」 抗菌加工を施した 
背あてと 

肩ベルトの内側 

抗ウイルス加工
を施した連絡袋 

小マチが３ｃｍから８ｃｍまで自在に伸び縮みする、超大容量ランドセル！ 
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「かるすぽ」シリーズ最大の大マチの大容量のランドセル 

 

 

 

 

 

★大好評★背おったままベルト調節できる 

 
    
かるすぽ ミラクルｉｎ ＥＶＥＲフィット 
ワンタッチで肩ベルトの長さを調節できる「ラチェットアジャスター」を使用しています。子どもの成長
や毎日の服の厚みに合わせて、背おったままで簡単に長さを調節できるため、背中にぴったりフィット
することでカラダへの負担を軽減し、かるがる背おうことができます。 
 
特長        ①お子さまでもワンタッチで肩ベルトの調節ができるラチェットアジャスター仕様。カラダ

の成長や毎日の服装に合わせて、５ｍｍずつ３８段階の調節ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②立体的な形状が背中をがっちりサポートし、荷重を分散する「マウンドフィット」背あてを搭載しています。   
ラチェットアジャスターとの組み合わせで、ランドセルを背中によりフィットさせることができるため、   
お子さまのカラダへの負担を軽減できます。 

      

商 品 名：①かるすぽ ミラクルｉｎ ＥＶＥＲフィット ＧＩＲＬ 
②かるすぽ ミラクルｉｎ ＥＶＥＲフィット ＢＯＹ 

カラー／重さ：各４色／約１,３９０ｇ 
価 格：本体価格６０,０００円＋税※３ 

 

 

★ＮＥＷ★へリなしで実現した超軽量約９８０ｇ、２４種類の豊富なバリエーションデザイン 

 

 
 

「かるすぽ はなまるランドセル２４」 

背あてのヘリをカットすることで、昨年モデルより１００ｇ軽い、約９８０ｇ
への軽量化を実現しています。大容量でありながらもすっきりと美しく、  
スリム＆コンパクトなフォルムのため、小さなカラダにもやさしくフィットし、
大容量でも大きく見えないランドセルです。また、２４種類のバリエーション
を一新したほか、“シンプルでジェンダーレスなデザイン”を採用しています。 
 

 
商 品 名：かるすぽ はなまるランドセル２４ 
カラー／重さ：２４種類／約９８０ｇ 
価 格：本体価格２８,０００円＋税※３ 

 

「かるすぽ はなまるランドセル２４ パターンセレクト」 

「かるすぽ はなまるランドセル２４」の好きな色のランドセル
をベースに、「ハート」または「スポーツ」の２パターンのうち
１つのデザインをあしらえる「パターンセレクト」ランドセル
が新たに登場します。 
 
商 品 名：かるすぽ はなまるランドセル２４ パターンセレクト 
カラー／重さ：２４種類／約９９０ｇ 
デザイン：２種類（ハート、スポーツ） 
価 格：本体価格３０,０００円＋税※３ 

 

ワンタッチでベルトの長さを調節できます 

 

薄着でも厚着でも背中にぴったりと背おうことができます 

 

２４種類の豊富なバリエーションの中から選べるランドセル 
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「かるすぽ」３シリーズの特長 

「かるがる背おえて、すっぽり入る」。イオンの「かるすぽ」は背おいやすさを追求し、

大きめのマチで収納力があり、お子さまの６年間をしっかり守るランドセルです。 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
小学生は毎日たくさんの荷物を持ち歩くため、３点 
背あて「かるくなーれ」や、肩と胸にフィットする 
「立体裁断肩ベルト」など、荷物をたくさん入れ
て重量が増えても軽く感じて背おいやすくする 
工夫を施しています。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
トップバリュ「かるすぽ」ランドセルは、大マチと
小マチを足した総マチが１５ｃｍ以上の大容量
が基本のため、高学年になって教材が増えても 
荷物がラクラク入ります。給食袋や水筒なども入る
ので、両手があいて、毎日の通学も安心です。 

 

 

 

 

 
 
大マチのサイドの芯材には軽くて剛性の高い  
素材、上部には前後方向の圧力に耐えられる特殊 
プレートを採用しているため、型くずれしにくい構造
です。またすべての縫製・組み立てを、日本国内の  
熟練のランドセル職人が、一つひとつの工程に時間を
かけて丁寧に作り上げるランドセルなので、６年間
使ってもへたりにくい安心品質です。 
 

 
 
 
 
 

 
ライトが当たると光る反射板や、防犯ブザー等を 
ぶら下げて使える「肩ベルトナスカン・Ｄカン」な
ど、子どもを守るための機能がたくさんあります。
毎日使うものだからこそ、細やかな配慮で、安全
安心な通学をしっかりサポートします。

菌・ウイルスに備える！ 

 

★抗菌防臭加工と通気加工を施したクラリーノⓇロベニカⓇ 

お子さまの身体にあたる背あてと肩ベルトの内側にはにおいの原因の増殖を

抑える抗菌防臭加工※と通気加工を施したクラリーノⓇロベニカⓇを採用 

しています。 
※抗菌性の効果および持続期間は使用状況によって異なります。 

※「みらいポケット」の全商品と「ミラクルｉｎ」の一部商品に使用しています。 

★抗ウイルス加工を施した、日本製の連絡袋付き 
連絡帳などを入れ使用頻度が高い付属の連絡袋には、
抗ウイルス加工を施しています。２０２２年モデルの
「かるすぽ」ランドセルの全商品に付属しています。 

 

 

イオンのランドセルは６年間修理保証 

イオンでご購入いただいたランドセルは、ご購入から６年間修理保証します。修理のためお預かり  
している間は、代わりのランドセルをご用意します。 

 



6 

 

「イオンのランドセル２０２２」全体販売概要 

予約開始日：２０２１年３月５日（金）より順次 

商品によっては、販売時期が異なることがございます。 

展 開 店 舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」約４００店舗 

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」https://aeonretail.com/list/k-rand/（３月５日１０時公開予定） 

アイテム数：「トップバリュ」「トップバリュ セレクト」：１３８アイテム※１ 

      トップバリュ以外のランドセルを含む全体：約３３０アイテム※１ 

価 格 帯：２８,０００円＋税※３～７０,０００円＋税※３ 

参考サイト：「イオンランドセル」https://www.aeonretail.jp/kidsschool/（３月５日１０時公開予定） 
 

「イオンのランドセル２０２２」商品一覧（「かるすぽ」シリーズ） 

■トップバリュ セレクト かるすぽ みらいポケット 
※商品名は全て「トップバリュ セレクト かるすぽ みらいポケット（商品名）」です。 

商品名 アイテム 重さ 本体価格＋税※３ 

【ＮＥＷ】（タブレットケース付軽量モデル） 
トゥインクルホロスコープ フラットキューブ 

４ １,１４０ｇ＊ 
６５,０００円＋税 

【ＮＥＷ】（タブレットケース付軽量モデル） 
ハイテクスポーツ フラットキューブ 

４ １,１２０ｇ＊ 

（タブレットケース付） 
チュチュ フラットキューブ  

４ １,３３０ｇ＊ 

７０,０００円＋税 
（タブレットケース付） 

サイバー フラットキューブ 
３ １,３２０ｇ＊ 

プチコレクション フラットキューブ ５ １,２７０ｇ ６０,０００円＋税 

アーバンスタイル フラットキューブ ４ １,２５０ｇ ６０,０００円＋税 

メ イ ク ル ー ム フラットキューブ ４ １,３００ｇ ６５,０００円＋税 

ロードレーサー フラットキューブ ４ １,２６０ｇ ６５,０００円＋税 

カ ス タ マ イ ズ フラットキューブ 最大４万通り ― ６７,０００円＋税 
＊タブレットケースを除く。 

■トップバリュ かるすぽ ミラクルｉｎ 
※商品名は全て「トップバリュ かるすぽ ミラクルｉｎ（商品名）」です。 

商品名 アイテム 重さ 本体価格＋税※３ 

ＥＶＥＲフィット ＧＩＲＬ  ４ １,３９０ｇ 
６０,０００円＋税 

ＥＶＥＲフィット ＢＯＹ ４ １,３９０ｇ 

ＮＥＯライト ＧＩＲＬ フラットキューブ ４ １,０５０ｇ 
５５,０００円＋税 

ＮＥＯライト ＢＯＹ フラットキューブ ４ １,０５０ｇ 

キュート ５ １,１７０ｇ ４８,０００円＋税 

エレガント ３ １,１５０ｇ ４５,０００円＋税 

スポーツ ４ １,１４０ｇ ４８,０００円＋税 

アイビー ４ １,１３０ｇ ４５,０００円＋税 
 
 

■トップバリュ かるすぽ はなまるランドセル２４ 
※商品名は全て「トップバリュ かるすぽ（商品名）」です。 

商品名 アイテム 重さ 本体価格＋税※３ 

【リニューアル】 
はなまるランドセル２４ 

２種類 ９８０ｇ ２８,０００円＋税 

【ＮＥＷ】 
はなまるランドセル２４ パターンセレクト 

２４種類×２デザイン 

（ハート、スポーツ） 
９９０ｇ ３０,０００円＋税 

【リニューアル】 

はなまるランドセル２４ ＭＹカラー 
最大２６５万通り ― ３６,０００円＋税 

 
※１：店舗によって展示・取り扱いのない場合や予約販売のみの場合があります。 

※２：義務教育を受ける全小中学生に 1人 1台の学習用端末と、高速通信ネットワークを整備する構想。 

ＧＩＧＡとは Global and Innovation Gateway for All の略。 

※３：標準税率（１０％）対象商品です。 
 
 
 
 

https://aeonretail.com/list/k-rand/
https://www.aeonretail.jp/kidsschool/
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ご参考 
進化を続ける「イオンのランドセル」の取り組み 

 「イオンの２４色ランドセル」を販売して以来、これまで累計４１０万人を超える  

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 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 

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、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。 

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。 

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「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。 

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２.５ｃｍ～３ｃｍ奥行きが伸びたり、縮んだりします。 

２０１５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 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。 

２０１７年 「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」 

小マチが３ｃｍから８ｃｍまで広がる“みらいポケット”により、最大マチが２０.５ｃｍ

になるので、高学年になって荷物が増えてもたくさん入ります。両手をあけて毎日安全に

登校でき、お子さまも保護者の方も安心できるランドセルです。 

２０１８年 「トップバリュ はなまるランドセル２４」 

２００１年に発売し、お客さまの声をお聞きしながら少しずつ進化してきた「トップバリュ 

２４色ランドセル」を、より多くのお子さまに使っていただきたいという想いから、使い

やすさや背おいやすさ、価格を大幅に見直し、リブランディングしました。 

２０２０年 「トップバリュ セレクト かるすぽ みらいポケット」にタブレットケース付モデル新登場 
２０２１年新入学生向けのランドセルに、ＩＣＴ教育の推進を見越し、取外し可能な    
タブレットケースを収納できるモデルが新たに登場しました。 

 


