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5月18日（水）～ 5月23日（月）［各日午後6時30分終了 /最終日午後5時終了］伊勢丹立川店 7階 催物場

2023年4月ご入学の女の子・男の子におすすめの三越伊勢丹のランドセル。オーソドックスな定番スタイル、個性的なデザイン、
有名ブランドとのコラボレーションなど、バリエーション豊富なランドセルを一堂に集めてご紹介いたします。
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ロイスター ノルディックランドセル
74,800円（主素材：クラリーノ® エフ/ 内寸：

（主素材：クラリーノ® エフ/ 内寸：約幅23.5×

優しい色合いや刺しゅうで愛らしい「北欧
テイスト」を表現しました。

「ブルー」にこだわった、
〈ふわりぃ〉の三越
伊勢丹オリジナルモデル。

約幅23.5× 深さ31×マチ12.5cm/ 約1,280g）

羽倉 牛革スタンダード 62,700円

（主素材：牛革 / 内寸：約幅23.2× 深さ30.6×マチ
12cm/ 約1,330g）

ふわりぃ エアロ 66,000円

深さ30.5×マチ13cm/ 約1,190g）

コクホー アンダーアーマー カスタム
96,800円（主素材：クラリーノ®レミニカ/ 内寸：
約幅23.5× 深さ31×マチ12.5cm/ 約1,280g）
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CROSTER クラッチカラーランドセル
71,500円（主素材：人工皮革（ベルエース）/

（主素材：クラリーノ® エフ/ 内寸：約幅23× 深さ

内寸：約幅23.5× 深さ31×マチ12cm/ 約1,330g）

30.5×マチ12.5cm/ 約1,080g）

ブラックと組み合わせたバイカラーがスタ
イリッシュな印象を与えます。

半かぶせの裏に世界地図を配し、開ける
度にワクワクするデザインに。

マツモト くるピタバービー ガーリー
フラワー 85,800円

地球 NASAランドセル ロイヤルガーデン
69,300円（主素材：クラリーノ® エフ/ 内寸：

（主素材：コードレ®/ 内寸：約幅23× 深さ31×
マチ12cm/ 約1,300g）

ずっと ランドセル 72,600円

約幅23.5× 深さ31×マチ12.5cm/ 約1,180g）

表面にフィルム加工を施した、丈夫でお手
入れしやすい牛革製です。

ロゴのデザインもかっこいい、人気スポーツ
メーカーのモデルです。

ナース鞄工 ワンダフルポッケ 68,200円

ララちゃんランドセル アクティブ
77,000円（主素材：ベルビオ5/ 内寸：約幅24×

ゆめや リフレクタークロバー
66,000円（主素材：クラリーノ® エフ/ 内寸：
約幅23.5× 深さ31×マチ12.5cm/ 約1,180g）

31.5×マチ12cm/ 約1,280g）

プロのアスリート達に愛用されている
[AXF アクセフ]とコラボしたハイパフォー
マンスランドセル。

側面に反射材クロバーを搭載しているの
で、登下校時も安心です。

ブラウンがアクセントになった、上品で高級
感ただようランドセルです。

（主素材：クラリーノ® エフ/ 内寸：約幅23.5×
深さ31×マチ13.5cm/ 約1,190g）

ノートパソコンとカバーがしっかり入る、
13.5㎝マチの大容量モデル。

深さ32×マチ12.5cm/ 約1,340g）

「くるぴた錠前」
もキュートな、バービーらし
い華やかなデザイン。

かぶせ裏の小花柄プリントがエレガント
な、女児向け軽量モデルです。

市川鞄広 トラディション 74,800円

（主素材：人工皮革 / 内寸：約幅23.5× 深さ

伊勢丹立川店ホームページはこちらから▶▶▶

セイバン 天使のはね
モデルロイヤル
ドラグーン 69,300円
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（主素材：アンジュエール

グロス/ 内寸：約幅23.5×

日
（水）～

伊勢丹立川店

深さ31×マチ12cm/

5 23
月

約1,280g）

［各日午後6時30分終了 / 最終日午後5時終了］
日
（月）

ドラゴン・炎・剣をイメー
ジしたデザイン。角度で
変化するワッペン付き。

7階 催物場

ふわりぃ ロイヤルコレクション 69,300円

（主素材：クラリーノ® エフ/ 内寸：約幅23.5×
深さ30.5×マチ13.5cm/ 約1,230g）

ミキハウス クラリーノタフロックNEO
110,000円（主素材：クラリーノ®タフロック®NEO/
内寸：約幅23.3× 深さ31×マチ12cm/ 約1,150g）

深さ31×マチ12.5cm/ 約1,250g）

キュートなモチーフが盛り込まれた人気
ブランドのオリジナルランドセル。

クラリーノの中でも軽くてキズに強い素材
を使用。元気なお子さまに！

シンプルなデザインの中に、やわらかさと気
品が感じられるランドセル。

約幅23× 深さ30.5×マチ12.5cm/ 約1,150g）

720° 反射、大容量、チェストベルトなど、
多機能搭載のモデルです。

ロイスター パターンメイド
ランドセル 69,300円から

ケイト・スペード ニューヨーク キッズ
100,980円（主素材：クラリーノ® エフ/ 内寸：

榮伸 ユーロスタイル 69,300円

（主素材：クラリーノ® エフ/ 内寸：約幅23.5×
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( 主素材：クラリーノ® エフ

（全14色 / 約1,260gから）、
牛革
（全4色 / 約1,460gから）
）

本 体 や内 装、縁 巻きのカ
ラーなど、豊 富な組み合わ
せパターンを自由に選んで
お子さまの個性を表現。愛
着を持って長くお使いいた
だけるオリジナルランドセル
です。
※画像は完成品の一例です。

6年間ずっと満足！お客さまの声から生まれた三越伊勢丹オリジナルランドセル〈ロイスター〉を徹底解剖 詳しくはこちら >>>>>>>

会 場では学 習 机もあわせてご紹 介します
PRESENT ❶

期間中、会場内でランドセル
または学習机をご成 約の先
着200名さまに、７階 ベビー
子 供 服 で使える「お買物 券
2,000円分」を差しあげます。

PRESENT ❷

カリモク
組合せ型デスク ボナシェルタ 83,050円（原産国：日本 / 天板：オーク材 /

フォルミオ ずっと使える成長する家具
デスク 89,100円（原産国：日本 / 幅100× 奥行56× 高さ72cm）

※幅と奥行のサイズは多種ございますので、詳しくは係員におたずねください。

チェア 49,500円（原産国：日本 / 幅48.4× 奥行48.6× 高さ61 〜76.8cm）

幅110× 奥行60× 高さ72.3cm）

チェア 40,700円（原産国：日本 / 天板：オーク材 / 幅45.5× 奥行49× 高さ

※天板の高さは5段階に調整可能

※座面の高さは5段階に調整可能

78cm・座面高さ45.5cm）

あな たに 最 適 な 情 報 を。

最新情報を発信しています！ 伊勢丹立川店

LINE 公式アカウント

ママ＆ベビーキッズ

Instagram 公式アカウント
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登録は
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ダウンロードは
こちらから

三越伊勢丹アプリ

期間中、会場内でランドセル
または学習机をご成約いただ
き、三越伊勢丹アプリをダウ
ンロードされた先 着200名さ
まに、1年生になったら使える
「文房具」を差しあげます。

