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RANDOSERU CATALOG

ランドセルは入学から卒業までの小学校生活の大切なパートナーです。

掲載ブランド

好きなパーツをえらぶだけで、自分らしいランドセルがつくれます。

上品なパールとジュエリーカラーが魅力のセミオーダーランドセル。

早期受注を承ります。オーダーランドセルも早めがお得です。

●5月31日（火）までのお申込み 
　➡11月上旬頃仕上がり（予定）

スウィートパール・・・・・・・・・・・・・・・・・61,600円

●10月31日（月）までのお申込み 
　➡2023年3月中旬頃仕上がり（予定）

オーダーメイドランドセル2023

セミオーダーランドセル2023

ララちゃんランドセル

本体：アイスブルー 本体：シャーベットピンク

※5月10日（火）までにお申込みいただくと年内仕上がり予定です。

本体：マリンブルー 本体：カーキ本体：アイリス

本　  体：ジュエルブルー
刺しゅう：スウィートハート

本　  体：ジュエルホワイト
刺しゅう：エンジェルティアラ

※写真は一例です。

※写真は一例です。

※本体同系色のマジかるベルトはオプション選択（4,400円）となります。※オプション刺しゅうは別途費用がかかります。

〈トミー ヒルフィガー〉〈ディーゼル〉〈ポロ ラルフ ローレン〉〈メゾ ピアノ〉〈コンバース〉〈プライベートレーベル〉〈ハッカキッズ〉〈楽ピタ〉
〈アナ スイ・ミニ〉〈キッズアミ〉〈アニエスベー〉〈バービー〉〈くるピタ〉〈フェフェ〉〈地球NASAランドセル〉〈楽ピタNASA〉〈アディダス〉
〈アンダーアーマー〉〈ネオクラシカル〉

小倉井筒屋／6月17日（金）・18日（土）・19日（日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■本館7階 特設会場
山口井筒屋／5月28日（土）・29日（日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■1階 特設会場
　　　　　　6月25日（土）・26日（日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■4階 特設会場　

オーダー
ランドセル受注会

・・

井筒屋のランドセル

●7月15日（金）までの・・・・・・・・・・・・・・・超早割価格59,400円
●9月30日（金）までの・・・・・・・・・・・・・・・・・・早割価格69,300円　●10月31日（月）まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・通常価格74,800円

※本体同系色のマジかるベルトはオプション選択（4,400円）
　となります。

本　  体：ジュエルピンク
刺しゅう：スウィートハート

実物サンプルを手にとって
お試しいただけます。

井筒屋オンライン
ショッピング

4月27日（水）から販売スタート
店頭に取扱いのない商品を取揃えております。

※「2023井筒屋のランドセル」カタログ掲載品の
　オンライン販売はございません。

ランドセルのご購入はウィズカード利用でさらにお得に！ ウィズカード会員様募集中
■小倉井筒屋 新館8階・山口井筒屋 4階
　ウィズカードカウンター

小倉井筒屋 こども服フロア「Iキッズクラブ」

ご登録はこちら
小倉井筒屋 本館7階 こども服フロアの
お得な情報を配信いたします。

お友だち
募集中

例えば、70,000円（本体価格）のランドセルご購入で2,100ポイントが付きます。
※クレジット1回払い・現金同時払いの場合。

インスタグラム
写真といっしょに最新の情報を
お届けします！

↑フォローして
ください

※掲載商品の表示価格は本体価格に消費税を含んだ価格でございます。 ※数量には限りがございますので、売切れの際はご了承くださいませ。
※印刷の関係上、実際の色と若干異なる場合がございます。 

■小倉井筒屋 本館7階 ランドセルコーナー　TEL.093-522-2767■2022年4月20日（水）からスタート
■山口井筒屋 4階 こども服　TEL.083-902-1202■2022年4月16日（土）からスタート

各店舗のランドセル売場の展開時期については下記をご確認ください



人気モデルのNEWカラー。
かぶせ裏の〈DIESEL〉ロゴデザインや
引き手のDロゴが細部にもこだわりを感じさせます。

ネイビー

ブラック レッド

ゴールド

ネイビー×ブラウン

ペールサックス

紺（デニム調）×ベビーピンク

ライトパープル

　ペールミント

ブラック×ブラウン

ブラウン×ネイビー

クラシカルパープル

ブラック×ゴールド

ダークグリーン

〈ディーゼル〉5TH POCKET STRIPE
（素材：人工皮革、約1,230ｇ）89,100円
※ゴールドのみ、約1,280g。 

★ウイング背カン　★マチ幅：約12.5cm

機能性を重視した造りと細やかなツイスト、
プレッピーな遊び心のあるランドセルです。
〈トミー ヒルフィガー〉
TOMMY HILFIGER RANDOSERU FLAG
（素材：クラリーノ® エフ、約1,220g） 89,100円
★フィットちゃん　★マチ幅：約12.5cm

かぶせ裏にはネクタイをイメージしたレジメンタル柄を、
両サイドには刺しゅうを施したモデルです。
〈ポロ ラルフ ローレン〉ヘリテージ コレクション
（素材：人工皮革、約1,400g） 99,000円
★タフウイングNEO　★マチ幅：約12cm

音符などの刺しゅうを
散りばめたデザイン。
〈メゾ ピアノ〉クラシックスペシャル
（素材：人工皮革、背裏：牛革、約1,300ｇ）97,900円
★ウイング背カン　★マチ幅：約12cm

ハトメカラー反射印刷、
背にオールスターロゴの素押しで
コンバースの世界観を表現。
デニム調のクラリーノ生地を使用しカジュアルに。
シンプルでおしゃれなランドセル。

〈コンバース〉CASUAL MODEL
（素材：クラリーノ® レミニカ®、クラリーノ® エフ、約1,140ｇ）63,800円
★ウイング背カン　★マチ幅：約13.5cm

●取扱店：小倉店

●取扱店：小倉店・山口店

キャメル

※山口店はブラック×ゴールドのみ。他の色も受注可能です。

●取扱店：小倉店・山口店
※山口店はブラック×ブラウン・ブラウン×ネイビーのみ。

●取扱店：小倉店

●取扱店：小倉店

P I C K  U P  B R A N D



キャメル

豊富なカラーバリエーションの中から
ぴったりな、ランドセルを探してみましょう。

キュート＆エレガント

※山口店はチェリーピンクのみ。 ※山口店はグレイスピンクのみ。

※山口店はシャンパンブルー・シャンパンルビー・ブーケラベンダーのみ。

※山口店はライラック・ミスティパープルのみ。

ライラック
ミスティパープル

ターコイズブルーラベンダー

　ローズピンク

チャームミント

チャームピンク

チャームルージュチャームパープル
チャームホワイト

シャンパンブルー

チャームブルー

ピンクラベンダー

シャンパンピンク

ピンクホワイトブーケラベンダー

シュクレベージュ

ラベンダーミントグリーン

立体的なマーガレットのリボンや
ハートのかたちの刺しゅうが
可憐なランドセル。

小さなハートの刺しゅうが散りばめられたデザイン。

〈メゾ ピアノ〉グレイスマーガレット
（素材：人工皮革、約1,300ｇ） 110,000円
★ウイング背カン　★マチ幅：約12cm

〈メゾ ピアノ〉
プティハート
（素材：人工皮革、約1,250ｇ）

89,100円
★ウイング背カン　
★マチ幅：約12cm

シンプルで気品のあるデザインです。
チューリップのかわいいチャームが
ついています。

〈プライベートレーベル〉
チャームリボン
（素材：人工皮革、約1,280ｇ） 
88,000円
★ウイング背カン
★マチ幅：約12cm

ラメ入りでかわいいランドセル。
かぶせや各金具にはおしゃれなリボンと
花柄が施されています。
〈ハッカキッズ〉
プリズムフラワーリボン
（素材：人工皮革、約1,270ｇ） 
88,000円
★ウイング背カン
★マチ幅：約12cm

楽ピタとフィットちゃんのコラボ商品がデビュー。
こどもの体に寄り添う、
こどもに思いやりのあるランドセルです。

〈楽ピタ〉
フィットちゃんおもいやりモデル
（素材：クラリーノ® エフ、約1,190ｇ） 
68,200円
★フィットちゃん　★マチ幅：約12cm

ヴィンテージライクな草花の刺しゅうが美しい、
〈アナ スイ・ミニ〉のベーシックライン。
蝶モチーフの鋲がアクセントに。

〈アナ スイ・ミニ〉
クラシックフローラル
（素材：人工皮革、約1,250ｇ） 
97,900円
★ウイング背カン
★マチ幅：約12cm

●取扱店：小倉店・山口店

●取扱店：小倉店

●取扱店：小倉店・山口店

ラベンダー グレイスピンク

ミントグリーン グレイスアイボリーグレイスブルーグレイスミント

ピュアブルー
グレイスラベンダー

ピュアピンク

ルージュチェリーピンク

●取扱店：小倉店・山口店

●取扱店：小倉店

●取扱店：小倉店・山口店

ミスティブルー

C U T E  &  E L E G A N T

CUTE & ELEGANT



ネイビー×スミレ／パープルステッチ

ライラック×ピーチブロッサム

ラベンダー×ベビーブルー ベビーブルー×ライラック

サックス ラベンダー

ピンク

レッド

ローズ

サックス×アイボリーアイボリー

ラベンダービビッドピンク

ビビッドピンク×ベビーピンク パールソラアクア×サックス

立体的にデザインされたロゴがアクセント。
シンプルで可愛らしいランドセル。
〈アニエスベー〉
（素材：クラリーノ® エフ、約1,250ｇ） 
82,500円
★フィットちゃん
★マチ幅：約12.5cm

くるピタ錠前も〈バービー〉ならではの
ポニーテールをした
女の子がデザインされています。
〈バービー〉
くるピタバービー ガーリーフラワー
（素材：人工皮革、約1,300ｇ） 
85,800円
★ウイング背カン
★マチ幅：約12cm

ピンクゴールドのかわいい
ハート型くるピタがキラリと輝く、
可憐な印象の上品なランドセルです。
〈くるピタガール〉
おしゃれゴージャス
（素材：クラリーノ® エフ、約1,160ｇ） 66,000円
★ウイング背カン
★マチ幅：約12cm

バイカラー（2色使い）が
特徴的な〈フェフェ〉の
ランドセル。
〈フェフェ〉
軽量モデル
（素材：クラリーノ® エフ、約1,130ｇ） 
69,960円
★ウイング背カン
★マチ幅：約12cm

●取扱店：小倉店

※山口店はアイボリー・サックス×アイボリーのみ。
●取扱店：小倉店・山口店

●取扱店：小倉店

●取扱店：小倉店サックス ストロベリー

キャメル

スミレ
ラベンダー

　メタリックラベンダー

ネールピンク×ライラック

ミントグリーン

ライラック×
スカイブルー

ミントグリーン×ネールピンク

スカイブルーライラックネールピンク

立体的なかわいいリボンのかぶせ鋲。
ナスカンや引き手部分にはハート型のデザイン。
シンプルだけどかわいいランドセルです。
〈姫娘〉reborn（リボーン）
（素材：人工皮革、約1,280ｇ）

70,400円
★フィットちゃん　
★マチ幅：約12.5cm

つややかな生地に刺しゅうが映えるデザイン。

〈姫娘〉
超プレミアム
エレガント
（素材：クラリーノ® エフ、

約1,300ｇ） 74,800円
★フィットちゃん
★マチ幅：約12.5cm

タブレット収納ポケットは、
A4サイズ以内なら収納可能。
〈キッズアミ〉
ペリカンポッケ
PLUS+
（素材：クラリーノ® レミニカ®、
約1,260ｇ）

72,600円
★ウイング背カン・エコボーン
★マチ幅：約12cm

水面に浮かぶ
花 を々イメージ。
〈キッズアミ〉
アミティ
（素材：クラリーノ® エフ、約1,200ｇ）

63,800円
★ウイング背カン・エコボーン
★マチ幅：約12.5cm

●取扱店：小倉店

●取扱店：小倉店

●取扱店：小倉店

●取扱店：小倉店

C U T E  &  E L E G A N T



クールでカッコいいデザインや
スポーツブランドのランドセルはみんなの憧れです。

クール＆スポーティ

ブラック×ブラック ラベンダー

　ブラック×レッド

紺(デニム調)×キャメル

カーキ

ゴールド

ブラック×マリン

ブラック

ブラック×ブルーブラック×ブラック

●取扱店：小倉店

●取扱店：小倉店・山口店
※山口店はブラックのみ。

※山口店はブラック×レッド・ブラック×ブルーのみ。
●取扱店：小倉店・山口店

●取扱店：小倉店
ブラック×レッド

ブラック×ブルー

ラベンダー

ブラック×ブラウン

ブラック×エバーグリーン

ブラック×レッド

人気モデルをアップグレード。
カブセ素材をタフロック®NEOに、
オオマチ芯材も変更し強度をアップ。
〈地球NASAランドセル〉バイカラー
（素材：クラリーノ® レミニカ®、
かぶせ部分：クラリーノ® タフロック®NEO、約1,150ｇ）64,900円
★ふわりぃ背カン　
★マチ幅：約12.5cm

サイドの稲妻デザインの
反射板がかっこいいランドセル。
かぶせ部分にはかっこよさを引き立たせる
カラフルな糸を使用。
〈ライジングサンダ―〉
（素材：人工皮革、約1,250ｇ）79,200円
★フィットちゃん
★マチ幅：約12.5cm

●取扱店：小倉店・山口店

●取扱店：小倉店

※ブラック×ブルー・
　ブラック×ブラックもございます。

コンバースのシューズをモチーフにした
カジュアルコーデにぴったりなランドセル。
デニム調で大容量のマチはおしゃれで使いやすいモデル。
〈コンバース〉CASUAL MODEL
（素材：クラリーノ® レミニカ®、クラリーノ® エフ、約1,140ｇ） 63,800円
★ウイング背カン　★マチ幅：約13.5cm

サイドのT-REXのモチーフは
反射材を使用しています。
〈ハッカキッズ〉
T-REXプレミアム
（素材：人工皮革、約1,280ｇ） 
86,900円
★ウイング背カン
★マチ幅：約12.5cm

NASAとのコラボ商品で、
楽ピタ・エアロキャッチ搭載のハイスペックモデル。
人類のロマンの象徴とも言える
宇宙を喚起させるモデルです。
〈楽ピタNASA〉
ハイスペックブラック
（素材：クラリーノ® タフロック®NEO、約1,250ｇ） 85,800円
★新型エアロキャッチ　★マチ幅：約12cm

かぶせのロゴや背面カラーが
特徴的なランドセル。
〈アディダス〉
（素材：クラリーノ® エフ、約1,120ｇ） 
80,300円
★ウイング背カン
★マチ幅：約12.5cm

※山口店はブラック×レッド・ブラック×ブルーのみ。他の色も受注可能です。

RISING THUNDER

COOL & SPORTY

C O O L  &  S P O R T Y



天然皮革と人工皮革、大きくはこの2つに分けられます。

生地について

サイズについて ランドセルアドバイザー

修理期間中は、貸し出し用のランドセルをご用意しております。
修理箇所によっては実費がかかる場合がございます。
修理には、1カ月～数カ月かかる場合がございます。

保証について

背カンについて

肩ベルトを立ち上げることで、カバン本体とお子様
の背中との接触面積がアップし、肩への負担が軽
減され軽く感じることができます。どちらも、肩ベルト
と本体をつなぐ金具が左右別々に動きます。成長に
合せて背負いやすいつくりになっています。

フィットちゃん®

牛革や馬革（コードバン）など。繊維密度が高く、強
度に優れています。最近はお手入れのしやすい天
然皮革が増えてきています。

本物の皮革に似せた加工により、天然皮革と似た
風合いを作り出します。クラレ社が作っているクラ
リーノをはじめ、比較的軽量で、デザインやカラーの
バリエーションが豊富なことが特徴です。

天然皮革

人工皮革

2023年度 井筒屋のランドセルは、
全て「安心の6年間修理対応保証」が付いております。

小学校の教科書やノートは、B5もしくはA4サイズがほとんど。これに合
せてランドセルもA4サイズに対応しています。また、最近はマチ幅も
様々な種類のランドセルが増えてきており、容量が多いものもご用意し
ております。

日本百貨店協会では、独自の認定資格による「百貨店ランドセルアドバ
イザー」制度を導入しております。ランドセル選びのお手伝いは「ランド
セルアドバイザー」におまかせください。

お子様が背負った時に負担を感じないように、なるべく背中に沿う
ように設計されているものが多くあります。種類も様々なので、ぜひ
背負って体感していただくことをおすすめします。

ウイング背カン

学校生活をいつも一緒に過ごすランドセルは、
ぜひお気に入りを見つけてほしい。
そんな思いを込めて、井筒屋は豊富な品揃えと知識で
ランドセル選びのお手伝いをさせていただきます。

2023 井筒屋のランドセル

百貨店ランドセルアドバイザーが
安心してご入学を迎えられるよう
お手伝いをさせていただきます。

6年間安心してお使いいただくために

ブラック ブラック×マリンブルー／
マリンブルーステッチ

ネイビー（デニム調）×
キャメル／イエローステッチ

他にはない錠前が
人気の「くるピタ」。
〈くるピタ〉
くるピタボーイ タフクール
（素材：クラリーノ® タフロック®NEO、約1,230ｇ） 
74,800円
★でるたキャッチ　★マチ幅：約12cm

反射ラインは、
力強く地面を
蹴って走る瞬間を
イメージしたデザイン。
〈キッズアミ〉アミティ
（素材：クラリーノ® エフ、

約1,200ｇ） 63,800円
※ネイビー（デニム調）×キャメルの素材のみ、
　クラリーノ® エフ、クラリーノ® レミニカ®。

★ウイング背カン・エコボーン　★マチ幅：約12.5cm

ブラック×ブラック

　マリンブルー

ブラック×シルバー

キャメル×ボルドー
ブラック×ボルドー マリン×ボルドー グリーン×ボルドー

マリン×レッド シルバー×ブラック

ブラック×マリン

●取扱店：小倉店・山口店

●取扱店：小倉店

●取扱店：小倉店

●取扱店：小倉店

かぶせとサイドのロゴが反射する
特徴的なランドセル。
〈アンダーアーマー〉
カスタム
（素材：クラリーノ® エフ、約1,280ｇ）

96,800円
※シルバー×ブラックの素材のみ、
　クラリーノ® レミニカ®。

★フィットちゃん　★マチ幅：約12.5cm

ボルドーとの
2色使いがおしゃれ。
〈ネオクラシカル〉
（素材：クラリーノ® エフ、

約1,250ｇ） 
68,200円
★フィットちゃん
★マチ幅：約12.5cm

C O O L  &  S P O R T Y

※山口店はブラック×シルバーのみ。他の色も受注可能です。
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