
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

［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

素材：タフガードライト
重さ：約1,400ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル

［ポロ ラルフ ローレン］
ヘリテージ コレクション
税込99,000円
色：ブラック×ブラウン・ネイビー×ブラウン
　ブラウン×ネイビー

［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：ブラック・ネイビー・ブラウン
　 ローズピンク

ネイビー

ネイビー
ブラウン

ネイビー
ブラウン

ブラウン

ブラック

ローズ
ピンク

［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®タフロック®
重さ：約1,270ｇ・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］ランドセル
税込ディーゼル89,100円
色：ブラック・ブラック×レッド
　ブラック×ブルー

ブラック

ブラック
ブルー

レッド
ブラックブラック

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

素材：人工皮革（クラリーノ®タフロック®）
重さ：約1,220ｇ・外寸：W25.5×H31cm
対応：Ａ４フラットファイル
上品な落ち着いた色合いと豪華なスワロフスキー®・
クリスタル。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
税込110,000円
色：ピンク

素材：クラリーノ®タフロック®
重さ：約1,190ｇ・外寸：W25.5×H31㎝
対応：Ａ４フラットファイル
クラリーノの中でもキズに強いタフロック素材を使用。
元気な男の子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
税込110,000円
色：紺

紺ピンク

素材：クラリーノ®タフロック®
重さ：約1,200ｇ・外寸：W25.5×H31㎝
対応：Ａ４フラットファイル
重厚感あふれるデザインと強さにこだわった一品。
「カッコイイ」男の子を演出します。

［ダブルB］
クラリーノタフロック
税込121,000円
色：黒

素材：クラリーノ®タフロック®
重さ：約1,220ｇ・外寸：W25.5×H31㎝
対応：Ａ４フラットファイル
上品な落ち着いた色合いと豪華なスワロフスキー®・
クリスタル。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
税110,000円
色：赤

赤 黒

素材：クラリーノ®タフロック®
重さ：約1,190ｇ・外寸：W25.5×H31㎝
対応：Ａ４フラットファイル
クラリーノの中でもキズに強いタフロック素材を使用。
元気な男の子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
税込110,000円
色：黒

素材：牛革（つや消し）
重さ：約1,450ｇ・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
税込165,000円
色：赤

赤黒

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

［メゾピアノ］
クラシカルレネットグラン
税込104,500円
色：ジュエルルージュ
　ジュエルラベンダー

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：ルージュレッド・コーラルピンク・
ラベンダー

ジュエル
ラベンダー

　ジュエル
ルージュ

ルージュ
レッド

ラベンダー

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

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

［メゾピアノ］
クラシカルレネットプレミアム
税込110,000円
色：ブリリアントラベンダー
　ブリリアンルビー

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

アカ

クラシカル
パープル

素材：クラリーノ®エフ
重さ：約1,160ｇ
対応：Ａ４フラットファイル
※フィットちゃん

ラブリーフレンズ
税込62,700円
色：ムースカラメル
　ムースミルティユ

［ピーターラビット］
ランドセル
税込68,200円
色：ピンク・サックス

素材：ベルバイオ®
重さ：約1,310ｇ・マチ幅：12.5㎝
対応：Ａ４フラットファイル
※ウイング背カン

ムース
カラメル

ムース
ミルティユ

ピンク

T M

［ファミリア］
牛革
税込102,300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102,300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88,000円
色：ピンク

［ファミリア］
クラリーノタフロック
税込88,000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・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
ツートンカラー
税込88,000円
色：キャメル

［ファミリア］
クラリーノタフロック
税込88,000円
色：ネイビー

ネイビーキャメル

ブリリアン
ルビー

サックス



マリンブルー

素材：ベルバイオ5
重さ：約1,190～1,290ｇ前後
対応：Ａ４フラットファイル

ララちゃん オーダーランドセル
早割1期 6/30まで 税込59,400円～
早割2期 7/1～9/30まで 税込68,200円～
定価販売10/1～10/31まで 税込75,900円～
色・デザイン等お客様にお選び頂けます。

シナモン
ネイビーブルー
シャンパン

ファンシーピンク

＊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。

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

クロ

ご入学おめでとうございます。
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

ミント
グリーン

サックス

素材：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

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

素材：クラリーノ®エフ
重さ：約1,220ｇマチ幅：12.5㎝
対応：Ａ４フラットファイル

フラワーリース
税込63,800円
色：ビビット・ミントグリーン
サックス

素材：クラリーノ®エフ
重さ：約1,130ｇマチ幅：12.5㎝
対応：Ａ４フラットファイル
※ウイング背カン・テンパーフォーム

素材：クラリーノ®エフ
重さ：約1,180ｇマチ幅：12.5㎝
対応：Ａ４フラットファイル

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

シンプルイーキューブ
税込55,000円
色：クロ・コン・マリン・ブルー・アカ
　ビビット・チェリー

バーガンディ

ク

レッド

コン

ブラック

マリンブルー
ブラック

クロ

アカ

マリン

ブルー

ビビット

ビビット

エバグリーン
ブラック

ブラウン
ネイビー

キャメル

バーガンディ
セピア

カーマイン
キャメル

チェリー

ネイビー

チャー

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：アンジュエール グロス
重さ：約1,270ｇ・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：クラリーノ®エフ　　「レインガード®Fα」
重さ：約1,210ｇ・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：クラリーノ®エフ
「レインガード®Fα」
重さ：約1,130ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル
※天使のはね

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、せみね

素材：アンジュエール  グロス
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

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：マリンブルー×ブラック
　　ブラック×マリンブルー・ブラック×ゴールド
　 ブラック×カーマインレッド

［プーマ］
スタンダード エディション
税込71,500円
色：ブラック×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・せみね

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

素材：クラリーノ®タフロック®
　　　ペレアス®重さ：約1,220ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル

［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

ランドセル
税込81,400円
色：ブラック×ブルー
　 ブラック×ゴールド

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®
重さ：約1,350ｇ・マチ幅：12㎝
対応：Ａ４フラットファイル

［リー］
ランドセル
税込75,900円
色：チャー・ネイビー・ブラック

［ワンパ］シンプル
税込63,800円
色：ブラック×マリンブルー・ブラック

ラブピレーシィハニー
税込60,500円
色：パステルパープル、アクア

モデルロイヤル 
ベーシック
税込63,800円
色：ブラック×マリンブルー
　 ネイビー×マリンブルー

マリンブルー
ブラック

マリンブルー
ブラック

マリンブルー
ブラック

マリンブルー
ネイビー

ゴールド
ブラック

ブルー
ブラック

ブラック
ブルー
ブラック

ゴールド
ブラック

マリンブルー

ゴールド
ブラック

ブラック

マリンブルーマリンブルー
ブラック

カーマインレッド
ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

パステル
パープル

ブラック

取扱店舗限定モデルロイヤル 
 クリスタル
税込69,300円
色：ビビッドピンク×ピーチピンク
アクア×サックス
パステルパープル×マカロンピンク

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×パステルパープル
　ビビットピンク×ピンク

ブラック
ブラウン

パステル
パープル
マカロン
ピンク

サックス

ビビッド
ピンク

ピーチピンク

ピンク

アクア

アクア

アクア

ビビッド
ピンク

百貨店限定

マリンブルー

パステル
パープル

「天使のはねⓇ」は株式会社セイバンの登録商標です。




