
マリンブルー

ブラック パール
ルビー

パール
ブルーベリー

サックス

ネイビー

ブラウン

素材：クラリーノ®タフロック®
重さ：約1,250ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル
天使のはね、せみね

素材：人工皮革
重さ：約1,280ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル

素材：アンジュエール　グロス
重さ：約1,290ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル
天使のはね、せみね

素材：アンジュエール グロス」
重さ：約1,280ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル
天使のはね、せみね

素材：人工皮革
重さ：約1,280ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル

モデルロイヤル・レジオ
バロック
税込77,000円
色：ブラック・ブラック×ブラウン

モデルロイヤル  ドラグーン
税込69,300円
色：フォレストグリーン×ブラック
　マリンブルー×ブラック・
　ネイビー×マリンブルー

素材：クラリーノ®エフ「レインガードFα」
重さ：約1,200ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル
※天使のはね

素材：ベルバイオ
重さ：約1,320ｇ・マチ幅：12.5㎝
対応：Ａ４フラットファイル

［プーマ］
プレミアムエディション
税込80,300円
色：ブラック×ゴールド           ・
　ブラック×マリンブルー・
　ブラック×イエローグリーン

素材：クラリーノⓇエフ
重さ：約1,250ｇ・マチ幅：12.5㎝
対応：Ａ４フラットファイル
※フィットちゃん

［アディダス］
ランドセル
税込80,300円
色：ブラック×ブルー・ブラック

［ミズノ］
ランドセル
税込81,400円
色：ブラック×ゴールド

［ネオスパーク コンビ］
ランドセル
税込68,200円
色：ブラック×カーキ
　 ブラック×ガンメタ

素材：クラリーノF
重さ：約1,120ｇ・マチ幅：12.5㎝
対応：Ａ４フラットファイル

素材：クラリーノタフロックNEO
マット×エフ
重さ：約1,250ｇ・マチ幅：12.5㎝
対応：Ａ４フラットファイル
※フィットちゃん

素材：クラリーノ®タフロック®
重さ：約1,350ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル
※フィットちゃん

［Ｌｅｅ］
ランドセル
税込75,900円
色：ブラック・ブラウン・ネイビー

［フラワーリース］ランドセル
税込63,800円
色：ミントグリーン・シェルピンク・
　ビビット・サックス

［スリーピラーズ］コトハ
税込77,000円
色：パールルビー・
　パールブルーベリー

［スリーピラーズ］　
エレガンス
税込77,000円
色：ブラック・ブラック×ブラウン・
　ブラック×ネイビー

マリンブルー
ネイビー

マリンブルー
ブラック

フォレストグリーン
ブラック

ブルー
ブラック

カーキ
ブラック

ゴールド
ブラック

ガンメタ
ブラック

マリンブルー

イエローグリーン
ブラック

ゴールド
ブラック

ブラック

ブラック

ミント
グリーン

シェル
ピンク

ビビット

ブラック

ブラック

モデルロイヤル 
 クリスタル
税込69,300円
色：シャーベットミント×アクア

素材：アンジュエール グロス
重さ：約1,260ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル
天使のはね、せみね

コレクション
ノルディック
税込71,500円
色：アクア・ビビッドピンク

ブラック
ブラウン

アクア

ビビッド
ピンク

「天使のはねⓇ」は株式会社セイバンの登録商標です。

ブラック
ブラウン

ブラック
ネイビー

シャーベットミント
アクア

 

［ララちゃん］セミオーダーランドセル
スウィートパール
税込66,000円
色：ジュエルパープル・ジュエルグリーン・
　ジュエルホワイト・ジュエルショコラ・
　ジュエルローズ・ジュエルライラック・
　ジュエルピンク・ジュエルブルー

T M

※ランドセルの受け渡しは一部12月からの商品もございます。万一売切れの際はご容赦くださいませ。
また、商品の色見本は現品と多少異なる場合がございます。カラー・在庫につきましては売り場係員に、ご確認ください。
※数に限りがございますので、納期が遅れる場合がございます。

6階中央・ランドセル売場にて好評承り中！
お申し込み・お問合せは TEL.079-223-4662（直通）

わくわくドキドキの新しい体験の数々。
6年間そっと寄り添ってあげたい。

キラキラ輝くお子様の毎日を山陽は応援します。

山陽のランドセル
早期受注承り

素材：クラリーノ®タフロックNEO
重さ：約1,150ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル
※フィットちゃん

［ナチュラルリーフ］
税込66,000円
色：ラベンダー・チェリー

素材：クラリーノ®タフロックNEO
重さ：約1,230ｇ・マチ幅：13.5㎝
対応：A4フラットファイル
※ふわりい背カン・テンパーフォーム

［池田NASA］マイティ
税込69,300円
色：ブラック×レッド
　エバーグリーン×ブラウン

素材：クラリーノタフロック（かぶせ）
          クラリーノ レミニカ
重さ：約1,110ｇ・マチ幅：12.5㎝
対応：Ａ４フラットファイル
※ふわりい背カン・テンパーフォーム

［池田NASA］バイカラー
税込61,600円
色：ブラック×エバーグリーン・
　ブラック×マリンブルー・
　ネイビー×ブラウン・　
　ブラック×レッド　　

素材：クラリーノ®F
重さ：約1,130ｇマチ幅：12.5㎝
対応：Ａ４フラットファイル
※※ふわりい背カン・テンパーフォーム

素材：ベルビオ5（抗ウイルス・抗菌ランドセル）
対応：Ａ４フラットファイル
［スリムタイプ］
重さ：約1,ワイド1,260ｇマチ幅：10.0㎝
［ワイドタイプ］
重さ：約1,330ｇマチ幅：12.5㎝

［池田NASA］ロイヤルアンティーク
税込63,800円
色：バーガンディ×セピア・
　キャメル×バーガンディー・
　カーマイン×キャメル

バーガンディ

ジュエル
ローズ

ジュエル
ライラック

ジュエル
ピンク

ジュエル
ブルー

ジュエル
パープル

ジュエル
グリーン

ジュエル
ホワイト

ジュエル
ショコラ

レッド
ブラック

レッド
ブラック

マリンブルー
ブラック

エバグリーン
ブラック

ブラウン
ネイビー

ブラウン

キャメル

バーガンディ
セピア

カーマイン
キャメル

ラベンダー

エバグリーン テェリー



レッド

ブラック
シルバー

素材：人工皮革（ベルエース）
重さ：約1,350ｇ
対応：Ａ４フラットファイル
サイドのロゴやストラップの表裏をコントラスト
カラーで仕上げ、スポーティさを表現しました。

［ポロ ラルフ ローレン］
アクティブ コレクション
税込88,000円
色：ネイビー×レッド・
　ブラック×シルバー

ネイビー

素材：天然皮革（牛革）
重さ：約1,600ｇ
対応：Ａ４フラットファイル
全体に牛革を使用し、冠せ裏は、ポロ ラルフ ローレン
を象徴するタータンチェックを採用。

ネイビー

ブラウン

ブラック

レッド

ネイビー

ブラック

レッド

［ポロ ラルフ ローレン］
タータンチェック
コレクション
税込121,000円
色： レッド・ブラック
　 ネイビー・ブラウン

素材：タフガード ライト
重さ：約1,400ｇ
対応：Ａ４フラットファイル

［ポロ ラルフ ローレン］
オーセンティック コレクション
税込110,000円
色：ネイビー・ブラック・ブラウン
　 ローズピンク

ネイビー

ブラウン

ブラック

［ポロ ラルフ ローレン］
スポーツ コレクション
税込88,000円
色：ブラック×レッド・ブラック×ブルー
　　ブラック×シルバー・ネイビー×レッド

素材：ベルエース
重さ：約1,350ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル

素材：クラリーノ®リビュート（ガンメタル）・
クラリーノ®レミニカ®（シャンパンピンク）
重さ：約1,240ｇ・マチ幅：12.5㎝
対応：Ａ４フラットファイル
※キューブ型フィットちゃん

［ディーゼル］
グロッシー＆マット
税込89,100円
色：ガンメタル

素材：クラリーノ®タフロック®（ブラック×
ブルー）・クラリーノ®（ブラック×イエロー）
重さ：約1,230ｇ・マチ幅：12.5㎝
対応：Ａ４フラットファイル
※キューブ型フィットちゃん

［ディーゼル］
エンボス 5TH ポケット
税込89,100円
色：ブラック×イエロー・
　　ブラック×ブルー

ガンメタル

ブラック
ブルー

ブラック
ブルー

ブラック
シルバー

レッド
ネイビー

レッド
ブラック

イエロー
ブラック

素材：クラリーノ®タフロック®NEO 
重さ：約1,150ｇ・外寸：W25.5×H31cm
対応：A4フラットファイル※フィットちゃん
クラリーノ®の中でも軽くてキズに強い
タフロック®NEO素材を使用。元気なお子
さまにピッタリのランドセルです。

［ミキハウス］
クラリーノ®タフロック®
NEO 
税込110,000円
色：黒

素材：クラリーノ®タフロック®NEO 
重さ：約1,150ｇ・外寸：W25.5×H31㎝
対応：A4フラットファイル※フィットちゃん
クラリーノ®の中でも軽くてキズに強い
タフロック®NEO素材を使用。元気なお子
さまにピッタリのランドセルです。

［ミキハウス］
クラリーノ®タフロック®
NEO 
税込110,000円
色：紺

紺

ピンク赤

ラズベリー

ルージュ
レッド

コーラル
ピンク

ルビー
ワイン

黒

素材：クラリーノ®タフロック®NEO 
重さ：約1,170ｇ・外寸：W25.5×H31㎝
対応：A4フラットファイル※フィットちゃん
重厚感あふれるデザインと強さにこだわった
一品。お子さまの「カッコイイ」を演出します。

素材：クラリーノ®タフロック®NEO 
重さ：約1,180ｇ・外寸：W25.5×H31㎝
対応：A4フラットファイル※フィットちゃん
上品な落ち着いた色合いと華やかなクリス
タル・ラインストーン。かわいさも上品さも
つまったランドセルです。

［ダブルB］
クラリーノ®タフロック®
NEO 
税込121,000円
色：黒

［ミキハウス］
クラリーノ®タフロック®
NEO 
税込110,000円
色：赤

素材：牛革 
重さ：約1450ｇ・外寸：W25.8×H31cm
対応：A4フラットファイル
使い込むほど風合いに味がでる牛革のランドセル。
シンプルなデザインが素材の良さを引き立てます。

［ミキハウス］
牛革（つや消し）
税込165,000円
色：赤・黒

素材：クラリーノ®タフロック®NEO 
重さ：約1,180ｇ・外寸：W25.8×H31cm
対応：A4フラットファイル※フィットちゃん
上品な落ち着いた色合いと華やかなクリス
タル・ラインストーン。かわいさも上品さも
つまったランドセルです。

［ミキハウス］
クラリーノ®タフロック®
NEO 
税込110,000円
色：ピンク

赤黒

黒

素材：クラリーノ ® ・ エフ
重さ：約1,190ｇ・マチ幅：12.5㎝
対応：A4フラットファイル
※キューブ型・フィットちゃん

［ＰＡＵＬ＆ＪＯＥ］
クリザンテームキャット
税込79,200円
色：ミントグリーン

素材：クラリーノエフ
重さ：約1,280ｇ・マチ幅：12.5㎝
対応：A4フラットファイル
※キューブ型・フィットちゃん

［トミー ヒルフィガー］
ランドセル
 税込85,800円
色：レッド・ネイビー・ブラック

　ジュエル
チェリー

ラベンダー

［メゾ ピアノ］
クラシカルレネットグラン
税込104,500円
色：ジュエルチェリー

素材：人工皮革
重さ：約1,320ｇ
対応：A4フラットファイル
※キューブ型※背裏牛革

［メゾ ピアノ］
ガーリーリボングラン
税込80,300円
色：ラズベリー・ルージュレッド・
コーラルピンク・ルビーワイン・ラベンダー

素材：人工皮革
重さ：約1,250ｇ
対応：A4フラットファイル
※キューブ型※背裏牛革

［hakka kids］
プリズムフラワーリボン
税込88,000円
色：シャンパンブルー・シャンパンピンク

素材：人工皮革
重さ：約1,270ｇ
対応：A4フラットファイル
※キューブ型

［メゾ ピアノ］
クラシックプレミアム
税込93,500円
色：アイリス・ブリリアンローズ・
　クラシカルパープル・アカ・ブリリアンシエル

素材：人工皮革
重さ：約1,300ｇ
対応：A4フラットファイル
※キューブ型※背裏牛革

シャンパン
ピンク

シャンパン
ブルー

［ファミリア］
牛革
税込129,800円
色：ブラック

素材：牛革・重さ：約1,300ｇ
対応：Ａ４フラットファイル
ランドセル用に開発された天然皮革で
牛革の持つしなやかな風合いを生かした
高級モデルです。

素材：牛革・重さ：約1,300ｇ
対応：Ａ４フラットファイル
ランドセル用に開発された天然皮革で
牛革の持つしなやかな風合いを生かした
高級モデルです。

レッド ブラック

［ファミリア］
牛革
税込129,800円
色：レッド

素材：クラリーノ・タフロック・重さ：約1,130ｇ
対応：Ａ４フラットファイル
クラリーノの中で最も厚いクラリーノ・タフロック
を使用したランドセル。
形崩れしにくいハイグレードモデル。

素材：クラリーノ・タフロック・重さ：約1,130ｇ
対応：Ａ４フラットファイル
クラリーノの中で最も厚いクラリーノ・‘タフロック
を使用したランドセル。
形崩れしにくいハイグレードモデル。

［ファミリア］
クラリーノ・タフロック
税込96,800円
色：ピンク・レッド

［ファミリア］
クラリーノ・タフロック
税込96,800円
色：ブラック

ブラック

ピンク

素材：クラリーノ・タフロック NEO・
重さ：約1,100ｇ・対応：Ａ４フラットファイル
クラリーノの中で最も厚いクラリーノ・タフロック
を使用したランドセル。
形崩れしにくいハイグレードモデル。

素材：クラリーノ・タフロック・重さ：約1,130ｇ
対応：Ａ４フラットファイル
クラリーノの中で最も厚いクラリーノ・タフロック
を使用したランドセル。
形崩れしにくいハイグレードモデル。

［ファミリア］
クラリーノ・タフロック
税込96,800円
色：キャメル

［ファミリア］
クラリーノ・タフロック
税込96,800円
色：ネイビー

ネイビー

キャメル

クラシカル
パープル

ブリリアン
シエル

アカ

アイリス

ブリリアン
ローズ

ローズ
ピンク

ミント
グリーン

レッド


