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ＩＣＴ教育改革によるタブレット端末導入を見据えた新たなランドセル登場！

３/６ みらいポケットからタブレットケース付モデルのランドセル発売
イオンは３月６日（金）より順次、全国の「イオン」
「イオンスタイル」４１６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を備えた「トップバリュ セレクト かるすぽ
みらいポケット タブレットケース付モデル」など、２０２１年新入学向けのランドセル新商品、最大
約２７０種類の予約販売を開始します。

ＮＥＷ！タブレット
ケース付モデル
昨年末に政府は、ＩＣＴ教育の推進を目的に、全国の小中学校のすべての児童が「１人１台」パソコンや
タブレット端末を使用できる環境を２０２３年度までに整える方針を発表するなど、小学生を取り巻く
教育環境は大きく変化しています。教育用として学校に導入されているタブレット端末は、２０１７年は
約３７万台と、２０１４年からの３年間で約５倍に増加しており※１、タブレット端末を自宅に持ち帰り、
児童が家庭学習用として使用できるようにする自治体も増えています。
「トップバリュ セレクト かるすぽ みらいポケット タブレットケース付モデル」は、タブレットケース
を搭載したランドセルで、タブレット端末をすっぽりと安全に収納できます。ケースは取り外しもできる
ため、移動授業の持ち運びにも便利です。

《２０２１年新入学 トップバリュ かるすぽランドセル 新商品の特長》
１.タブレット端末を収納できるケースを備えた「トップバリュ セレクト かるすぽ みらいポケット
タブレットケース付モデル」新登場！
トップバリュランドセルで初めて、１０.５インチまでの大きさのタブレット端末を収納できる収納
ケース付のランドセルがみらいポケットシリーズから登場します。
２.背おったままベルト調節できる「トップバリュ かるすぽ ミラクルｉｎ ＥＶＥＲフィット」登場
新開発の「ラチェットアジャスターベルト」で、背おったままで肩ベルトの長さを５ｍｍずつ３８段階も
調節できます。子どもの成長や毎日の服装に合わせて肩ベルトを調節できるため、カラダにフィットした
状態で背おうことができ、カラダへの負担を軽減できます。
３.大マチ１３ｃｍの大容量なのに、１,０５０ｇの“超軽量”ランドセルが「ミラクルｉｎ」から登場！
背あてのヘリをなくしたコンパクトデザイン（フラットキューブ）はもちろん、芯材やとめ具に軽くて
丈夫な素材を使用することで、トップバリュランドセル最軽量の１,０５０ｇの重さを実現しています。
イオンは今後も、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。
※１：平成２８年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（概要）（文部科学省）
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２０２１年新入学モデルのトップバリュランドセルは
機能や好みに合わせて選べる３シリーズで展開！
２０２１年モデルの「トップバリュ かるすぽランドセル」は、小マチを３ｃｍから８ｃｍまで拡張でき、
マチが最大２０.５ｃｍになる超大容量ランドセル「みらいポケット」シリーズと、１３.５ｃｍの大マチが
特長の大容量ランドセル「ミラクルｉｎ」シリーズ、２４色の豊富なカラーと、使いやすさや背おいやすさ、
お求めやすい価格が特長の「はなまるランドセル２４」シリーズの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んでいただけます。

◆ＮＥＷ！タブレットをしっかり収納できる「トップバリュ セレクト
かるすぽ みらいポケット タブレットケース付モデル」
小マチが３ｃｍから８ｃｍまで広がる超大容量ランドセル「みらい
ポケット」シリーズから、タブレット端末を収納できるモデルが、
トップバリュのランドセルで初めて登場します。
特長
①背あて側に収納スペースをつくることで、外側からの衝撃を
受けにくく、また背中側に重心が来るため重さを感じにくい
仕様です。
②１０.５インチまでの大きさのタブレット端末もすっぽりと
収納可能です。
③ケースは取り外し可能のため、タブレット端末の使用を開始
する学年になるまではケースを外した状態で使用できます。
ランドセル本体には面ファスナーでしっかりと固定できます。
■価 格：本体価格７０,０００円＋税※２
■カラー：＜チュチュ＞４種類 ＜サイバー＞３種類
■重 さ：＜チュチュ＞１,３３０ｇ ＜サイバー＞１,３２０ｇ
＜チュチュ＞

＜「みらいポケット」シリーズの共通特長＞
小マチが３ｃｍから８ｃｍまで広がるため、大マチと合わせて
最大２０.５ｃｍにもなる超大容量ランドセルです。脱ゆとり
教育にともない、小学生の荷物は以前より増えています。みらい
ポケットシリーズは、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。
※２：標準税率（１０％）対象商品です。
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＜サイバー＞

◆ＮＥＷ！背おったままベルト調節できる
「トップバリュ かるすぽ ミラクルｉｎ ＥＶＥＲフィット」
１３.５ｃｍの大マチが特長の大容量ランドセル「ミラクルｉｎ」シリーズに、背負ったまま肩ベルト
の長さを調節できるラチェットアジャスター仕様の「トップバリュ かるすぽ ミラクルｉｎ ＥＶＥＲ
フィット」が登場します。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
です。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。
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

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。
価 格：本体価格６０,０００円＋税※２
カラー：＜ＧＩＲＬ＞４種類 ＜ＢＯＹ＞４種類
重 さ：約１,３９０ｇ

＜ＧＩＲＬ＞
＜ＢＯＹ＞

◆ＮＥＷ！大容量なのに１,０５０ｇの超軽量ランドセル
「トップバリュ かるすぽ ミラクルｉｎ ＮＥＯライト」
特長
芯材やとめ具、錠前などに、軽くて丈夫な素材を使用すること
で大マチ１３ｃｍの大容量でありながら、トップバリュランドセル
最軽量の１,０５０ｇを実現しました。さらに、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」を背あて
に採用しているため、カラダに負担がかかりにくい仕様です。
＜ＧＩＲＬ＞

価 格：本体価格５５,０００円＋税※２
カラー：＜ＧＩＲＬ＞４種類 ＜ＢＯＹ＞４種類
重 さ：約１,０５０ｇ

＜ＢＯＹ＞
大マチ
１３.５ｃｍ※３

＜「ミラクルｉｎ」シリーズの共通特長＞
大マチ１３.０～１３.５ｃｍ※３の大容量のランドセルのため、水筒や
折りたたみ傘など、かさ張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、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」を背あてに採用しています。
※２：標準税率（１０％）対象商品です。
※３：「ミラクルｉｎ ＮＥＯライト」は大マチ１３.０ｃｍ。
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◆トレンドを取り入れた新カラーのランドセルが今年も登場！（一例）
１ トップバリュランドセル初の“ホワイトカラー”が登場！
近年人気が高まっているホワイトカラーのランドセルを
「みらいポケット」シリーズから発売します。少しベージュ
がかったミルキー感のある上品な色合いに仕上げ、クリスタルと
アクセサリーのモチーフをちりばめた可愛らしいデザインです。
価格：本体価格６０,０００円＋税※２
重さ：約１,２７０ｇ

トップバリュ セレクト かるすぽ みらいポケット
プチコレクション （ミルキーホワイト）

２ 「はなまるランドセル２４シリーズ」から新色が登場！
今年の「はなまるランドセル２４」は、フレッシュな色合い
が可愛い「レモン」
「ライム」や、ミルキー感のある紫が特長の
「ラベンダー」、黒地に緑のステッチを施した「ブラック／
グリーンステッチ」のカラーを新たに追加しました。
価格：本体価格３０,０００円＋税※２
重さ：約１,０８０ｇ

「かるすぽランドセル」は、お子さまの小学校生活の６年間を
見据え、
「背おいやすい」
「おおきい」
「つよい」
「あんしん」
「やさしい」
の５つの側面からサポートし、６年間安心して使える品質を
お約束します。
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、
胸に沿った形の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
背負いやすくする工夫をこらしています。

「トップバリュ かるすぽランドセル」は、
大マチ１２ｃｍ以上の大容量が基本で、
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。

ランドセルの側面上部に、前後方向の
圧力に耐えられる特殊プレートを採用。
さらに「みらいポケット」と「ミラクル
ｉｎ」はサイドに芯材に軽くて剛性の高い素材を
採用しています。時間をかけて丁寧に作られている
ので、６年間使ってもへたらない安心品質です。

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」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。

子どものカラダへの負担を軽減できる
ように軽量設計になっています。その
ほかにも、ヘリをなくしてスリムに
見せる「フラットキューブ」や、閉め
忘れ防止に便利な「ワンタッチロック」など、誰
でも使いやすい工夫を施しています。

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 い たし 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
することで、６年間毎日ランドセルで通学いただけ
ます。

「フラットキューブ型」とは
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
ランドセルです。背あてとマチの接触面にあるヘリをカットして、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です。小さなカラダにも
やさしくフィットするため、大容量でも大きく見えないランドセルです。
※２：標準税率（１０％）対象商品です。
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【「イオンのランドセル２０２１」全体販売概要】
販売開始日：２０２０年３月６日（金）より順次販売
展 開 店 舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」４１６店舗
（商品によっては、販売時期が異なることがございます。）
ＷＥＢ販売：「キッズリパブリックオンラインショップ」
（https://shops.aeonsquare.net/shop/c/c171901/）
アイテム数：
「トップバリュ」
「トップバリュ セレクト」約９０種類※４
（トップバリュ以外のランドセルを含む全体の展開アイテム数は約２７０種類）
価 格 帯：３０,０００円＋税※２～７３,０００円＋税※２
＜詳しくは「イオン新入学特設サイト」をご覧ください＞ https://www.aeonretail.jp/kidsschool/
【「イオンのランドセル２０２１」商品一覧】
■トップバリュ セレクト かるすぽ みらいポケット
商品名

カラー数

重さ

本体価格＋税※２

ＮＥＷ！

チュチュ フラットキューブ タブレットケース付

４

１,３３０ｇ

７０,０００円＋税

ＮＥＷ！

サイバー フラットキューブ タブレットケース付

３

１,３２０ｇ

７０,０００円＋税

ＮＥＷ！

メイクルーム フラットキューブ

４

１,３００ｇ

６５,０００円＋税

ＮＥＷ！

プチコレクション フラットキューブ

５

１,２７０ｇ

６０,０００円＋税

ＮＥＷ！

ロードレーサー フラットキューブ

４

１,２６０ｇ

６５,０００円＋税

ＮＥＷ！

アーバンスタイル フラットキューブ

４

１,２５０ｇ

６０,０００円＋税

カウボーイ フラットキューブ

１

１,３３０ｇ

７３,０００円＋税

カスタマイズ フラットキューブ

―

―

６７,０００円＋税

カラー数

重さ

本体価格＋税

ＮＥＷ！

■トップバリュ かるすぽ ミラクルｉｎ
商品名
ＮＥＷ！

ＥＶＥＲフィット ＧＩＲＬ

４

１,３９０ｇ

６０,０００円＋税

ＮＥＷ！

ＥＶＥＲフィット ＢＯＹ

４

１,３９０ｇ

６０,０００円＋税

ＮＥＷ！

ＮＥＯライト ＧＩＲＬ フラットキューブ

４

１,０５０ｇ

５５,０００円＋税

ＮＥＷ！

ＮＥＯライト ＢＯＹ フラットキューブ

４

１,０５０ｇ

５５,０００円＋税

キュート

５

１,１７０ｇ

４８,０００円＋税

エレガント

５

１,１５０ｇ

４５,０００円＋税

スポーツ

５

１,１４０ｇ

４８,０００円＋税

アイビー

５

１,１３０ｇ

４５,０００円＋税

カラー数

重さ

本体価格＋税

２４

１,０８０ｇ

３０,０００円＋税

―

―

３８,０００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
はなまるランドセル２４
はなまるランドセル２４ ＭＹカラー
※２：標準税率（１０％）対象商品です。
※４：商品の一部は、店舗によって展示・取り扱いのない場合や予約販売のみとなります。
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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３９０万人を超える小学生
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
２００７年

２０１０年

２０１１年

２０１４年

２０１５年

２０１７年

２０１８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 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。
「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２.５ｃｍ～３ｃｍ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。
「トップバリュ ３ＳＴＹＬＥ ランドセル」
ショルダー部分を付け替えることにより、習い事や学習塾など放課後の過ごし方や通学
方法に合わせて〈背負う〉
〈肩に掛ける〉
〈手に持つ〉の３ＷＡＹで使えるランドセル
です。スタイリッシュでスリムなので、高学年になっても好まれるデザインです。
「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」
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。
「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。
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