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２ ０ ２ ３ 年 ２ 月 ２ ８ 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 
 

２/２８より順次「イオンのランドセル２０２４」本格展開 
サステナブル素材を使用したスクールリュック「ラクルスタイル」デビュー 
                                       

イオンは２月２８日（火）より順次、全国の「イオン」「イオンスタイル」など約４００店舗※１と

「イオンスタイルオンライン」にて、２０２４年新入学生向けランドセルの予約承りを本格化します。

「トップバリュ かるすぽ」など最大約３８０種類※１の予約を承るほか、アップルレザーや再生ポリエステル

を使用した、イオン初のオリジナルスクールリュック「ラクルスタイル」１０種類を４月７日（金）に

発売します。 

 自由で多様なランドセル選びが求められるようになり、昨年発売したモデルでは、色やデザインを

組み合わせられる「パターンセレクト」「カスタマイズ」の販売数量が前年比１.５倍と伸長しています。

イオンは２００１年に「２４色ランドセル」を発売し色の選択肢を広げ、現在では色とデザインを選ぶこと

ができる「パターンセレクト」や「カスタマイズ」を展開するなど様々な形で自由なランドセル選びを提案

してまいりました。「イオンのランドセル２０２４」では、トレンドのニュアンスカラーの商品を追加、

また「みらいポケット パターンセレクト」での組み合わせ数を増やすとともに、４月上旬からは、イオン

オリジナルのスクールリュック「ラクルスタイル」を新たに発売することで、通学スタイルの選択肢を

さらに拡大します。 

 

イオンのランドセル２０２４ 商品と取り組み 

 軽さを追求、「かるすぽ」は約９８０ｇから約１,２００ｇ以下※２ 

「ミラクルｉｎ ラチェットアジャスター」を昨年※３よりさらに約１００ｇ軽量化 

 ランドセル選びに求められる自由さに対応し、パターンセレクトを拡大 

「みらいポケット パターンセレクト」では、色とデザインの組み合わせを昨年の２５通りから

４４通りに拡大し、お子さまの好みに応じたより自由なランドセル選びを可能にします。 

 イオンオリジナルスクールリュック「ラクルスタイル」デビュー 

重さ約７３０ｇ～で、一部のモデルでは身体に連動してリュックが上下する機能によりお子さまの負担

を約３割軽くします。また、環境にやさしいアップルレザーと再生ポリエステルを使用しています。 

 使い終えたランドセルをいつまでも大切に「ランドセルリメイク」サービス開始 

使用しなくなったランドセルを、小物にリメイクするサービスを新たに開始します。 
 
これからもイオンは、時代とともに変化する価値観やお子さまの豊かな感性の広がりに応じ、子ども

視点・親視点で通学スタイルを提案してまいります。 
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イオンのランドセル「かるすぽ」商品一例  
 さらに軽く、リニューアル  

かるすぽ ミラクルｉｎ ラチェットアジャスター 

背おったままワンタッチで肩ベルトの長さを調節できる

アジャスターを搭載し、体格や服の厚みが変わって

もぴったり身体にフィットします。昨年度モデルと

比較して約１００ｇ軽量化し、立体的な背あてで荷重

を分散します。 
 

カラー：５色（墨、深紅、空、藍、薄葡萄） 

重 さ：約１,１８０ｇ 

価 格：本体６０,０００円（税込６６,０００円） 
 
 

 色とデザインの組み合わせを４４通りに拡大  

かるすぽ みらいポケット パターンセレクト 

好きな色とデザインを選んで、お好みのランドセルを

簡単につくることができます。組み合わせ数は昨年の

２５種類から４４種類に拡大し、多様な感性でより

自由に選べるようにしています。また、１１.６インチ

まで対応したタブレットＰＣケースもついています。 

 
 
組み合わせ：４４通り  

重 さ：約１,１５０ｇ（タブレットＰＣケースは除く） 

価 格：本体６８,０００円（税込７４,８００円） 
 
 

 トレンドのニュアンスカラーを拡大  

かるすぽ はなまるランドセル２４ 
 
大容量ながらも約９８０ｇと「かるすぽ」最軽量を実現

しています。２４種類から、好みや個性に応じて選べる

シンプルデザインでジェンダーレスに対応します。 
 

カラー：２４種類 

重 さ：約９８０ｇ 

価 格：本体２８,０００円（税込３０,８００円） 

  

 

「イオンのランドセル２０２４」全体販売概要※４ 

本格展開日：２０２３年２月２８日（火）より順次 

展 開 店 舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」など約４００店舗※１ 

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」https://aeonretail.com/list/k-rand/ 

アイテム数：「トップバリュ かるすぽ」：１５５種類※１ 

      トップバリュ以外のランドセルを含む全体：約３８０種類※１ 

価 格 帯：本体２８,０００円（税込３０,８００円）～本体８５,０００円（税込９３,５００円） 

参考サイト：「イオン新入学２０２４」https://www.aeonretail.jp/kidsschool/ 
 
※１：店舗によって展示・取り扱いのない場合あり 
※２：「みらいポケット カスタマイズ」を除く 
※３：前身モデル「ミラクルｉｎ ＥＶＥＲフィット」との比較 
※４：「ラクルスタイル」を除く 

https://aeonretail.com/list/k-rand/
https://www.aeonretail.jp/kidsschool/
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ＮＥＷ イオンオリジナルスクールリュック「ラクルスタイル」特長 

約７３０ｇ～約９６０ｇという軽さにより身体への負担を軽減し、お子さまにやさしく、また

ペットボトルをリサイクルしたポリエステルを本体に使用し、環境にもやさしいリュックです。

タブレットＰＣを収納できる内ポケットや、反射テープ、チェストベルトを搭載しています。 
 

 アップルレザーを使用した“かぶせ”を取り外せる２ＷＡＹ仕様 

ラクルスタイル ランドセル型リュック 

りんごをジュースにするときの皮や搾りかす約４４個分をアップ

サイクル※５したアップルレザーをリュックのかぶせにしています。

かぶせをつければランドセルのような見た目に、外せば約７３０ｇ

の軽量スクールリュックにと、２ＷＡＹで使用できます。 
 
カラー：４種類 

重さ・容量：約９６０ｇ（かぶせあり）/約７３０ｇ（かぶせなし）・約１１Ｌ 

価 格：本体２５,８００円（税込２８,３８０円） 

ランドセルでの人気カラーもラインアップ ＡＧＳ搭載 

ラクルスタイル ベーシックリュック 

本体は形がしっかりしていて、型崩れしにくくつくられています。

ランドセルでも人気の「ソラ」や「スミレ」のカラーを取り入れて

います。 
 

カラー：４種類 

重さ・容量：約９３０ｇ・約１４Ｌ 

価 格：本体１４,８００円(税込１６,２８０円) 

使い道広がる大容量タイプ ＡＧＳ搭載 

ラクルスタイル スクエアリュック 

たっぷり入るスクエアタイプのリュックは、通学だけでなく

行事や旅行でも役立ちます。小学校を卒業しても使用しやすい

デザインです。 
 

カラー：２種類 

重さ・容量：約９５０ｇ・約１８Ｌ 

価 格：本体１４,８００円(税込１６,２８０円) 
 

ＡＧＳとは ※Anti Gravity Systemの略 

肩ベルトと本体の接続部が、歩行時の身体の上下動

に連動して動き、体感重量が軽く感じられる仕組み

です。この機能により身体への負担を約３０％

軽減することができます。  

イオンオリジナルスクールリュック「ラクルスタイル」販売概要 

発 売 日：２０２３年４月７日（金） 

展 開 店 舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」約１３０店舗※１ 

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」https://aeonretail.com/list/k-rand/ 

アイテム数：３型１０種類 

価 格 帯：本体１４,８００円（税込１６,２８０円）・本体２５,８００円（税込２８,３８０円） 
 

※５：廃棄予定であったものや副産物に手を加え、価値をつけて新しい製品へと生まれ変わらせること 

https://aeonretail.com/list/k-rand/
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トップバリュ「かるすぽ」の特長 

「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るため、「かるがる背おえて、すっぽり

入る」ランドセルです。機能や好みに応じて最適なランドセルを３シリーズから選ぶことができます。 

 

シリーズ共通機能 

背おいやすい 

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、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。 
 
大容量で安心 
大マチと小マチを足した総マチが１５ｃｍ以上の大容量で、教材が増えてもらくらく入ります。 
 
６年間守り続ける 
軽いながらもしっかりとした芯材やプレート、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」を搭載しています。すべての縫製・組み立てを、国内のランドセル職人が行います。 
 

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。 

 
ＡＲ試着サービス※６ 
 イオンスタイルオンラインの商品ページから、ランドセルを

バーチャル３Ｄ試着体験することができます。場所を問わず簡単に

試し、着用時のイメージを見られるため、より手軽に雰囲気や色合い

を比較・検討できます。試着した画像を保存し、共有できるので、

離れたご祖父母やご親戚と一緒にランドセルをお選びいただけます。 
 

ランドセルリメイク※７ＮＥＷ 

そのまま持っているのはかさばるけれど

“大切なランドセルを卒業したあともそば

に置きたい”“思い出を形にして残したい”

という声にお応えし、ランドセルリメイク

サービスを初めて提供します。お子さまご自身

用としてはもちろん、ランドセルを買ってくれたご祖父母や親御さまへのプレゼントにもおすすめです。 

３種類のコースからお好みのものを選んだら、約１００店舗※７で販売するキットを使用して送料

無料でランドセルを送付いただき、リメイクした品物を２～３カ月程度でお届けします。 
 
※６：カタログ掲載商品が対象。「パターンセレクト」「カスタマイズ」「ＭＹカラー」「ラクルスタイル」は対象外。 
※７：ランドセルリメイクキットは３月１４日から関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の一部店舗で取り扱います。 

 

小マチが３～８ｃｍで拡縮し、荷物が少ない

日はスッキリと、荷物が多い日は総マチ最大

１９．０ｃｍの超大容量になります。 

※「みらいポケット カスタマイズ」は総マチ２０.５ｃｍ 

全モデルが 
タブレットＰＣケース付き 

 
 

 

２４種類の豊富なバリエーションから選べるランドセルです。大マチ１２ｃｍ・小マチ３ｃｍで

たっぷり入る容量でありながら、約９８０ｇと「かるすぽ」最軽量のシリーズです。シンプルな

本体をベースに、「ハート」や「スポーツ」のデザインを選ぶこともできます。 

２００１年からのロングセラー 

 

「かるすぽ」最大の大マチ（１３.０～１３.５ｃｍ）

の大容量ランドセルです。かさばる荷物も

すっぽりと収納できます。落ち着いたカラーで

大人っぽいデザインを増やしています。 

肩ベルトアジャスター付モデル 
リニューアル 
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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 

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、今ではイオンの

ランドセルを代表するロングセラー商品と

なりました。「イオンの２４色ランドセル」

を発売して以来、これまで累計約４５０万人

の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。 

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み合せで

オンリーワンのランドセルをつくることができます。 

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、「学年や日によっ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

を開閉するだけで２.５ｃｍ～３ｃｍ奥行きが伸び縮みします。 

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」 

３ｃｍから８ｃｍまで広がる小マチにより、総マチが最大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思いから、

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 
ＩＣＴ教育の推進を見越し、取り外し可能なタブレットケースを収納できるモデルが
登場しました。 

２０２１年 「トップバリュ はなまるランドセル２４」がシンプルになってジェンダーレス対応 
これまで１２種類ずつで施していた男の子向け・女の子向けの装飾を取りはらい、シンプルな
デザインにリニューアルしました。「はなまるランドセル２４ パターンセレクト」で装飾を
つけることも可能です。これにより、性別に左右されず、個性や好みに合わせて自由に
ランドセル選びができるようになりました。 

２０２３年 イオンオリジナルのスクールリュック「ラクルスタイル」登場で、通学スタイルに選択肢を 
ランドセルよりも軽くて、日常のおでかけにも使えるスクールリュック。お子さまの身体
にやさしい“軽く感じる”設計と、アップルレザーや再生ポリエステルなど地球にやさしい
エコ素材を使用しました。これにより、通学スタイルの選択肢がさらに広がりました。 

 


