
カラー名表記説明：◇…縁　▽…ステッチ　○…背裏　★…お取り寄せ ( 店頭展示無し )

マジかるチェンジ背カン、すっきり収納、キトサン配合背裏（抗菌・防臭・防カビ）、背中
立体通気構造、樹脂製ガード材補強、菊寄せ、360度反射材、安全フッカー、ダブル反射D
カン、ポケット内Dカン、折りたためる肩ベルト、取り外し可能持ち手、ワンタッチロック
錠前、メッシュ素材の時間割りホルダー、中まで防水仕様

スウィートパールシリーズ名

羅羅屋メーカー

ベルビオ5（抗ウイルス・抗菌加工）素材

□ハート［ピンク］
□ピンクチェック［ピンク］
□ストライプ［アイリス］

ふたの裏・内装
（3種）

□エンジェルティアラ
□エレガントローズ
□スウィートハート

刺繍デザイン
（3種）

□ラウンドフルール
□ハート
□リボン
□反射

ふたの鋲
（4種）

□アイボリー
□ベビーピンク
□ベビーブルー

背裏・ベルト裏
（3色）

□ワイドタイプ／約1,330g
　高さ320mm×横240mm×マチ幅125mm
　（A4フラットファイルサイズ対応）
□スリムタイプ／約1,260g
　高さ320mm×横240mm×マチ幅100mm
　（A4フラットファイルサイズ対応）

大きさ・重量
（2種）

6年間保証
※メーカー保証書記載の内容に準じます
　まずは最寄りのうさぎや店舗へご連絡くださいませ

※製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

基本機能

マジかるベルト®（本体同色）、オリジナルランドセルカバー（クリア×ふちライトピンク）、
ミニランドセル ※色はお選びいただけません付属品

保証

★ジュエルローズ

SP-SOSP-SO129

66,000円店頭
売価

★ジュエルライラック

SP-SOSP-SO130

66,000円店頭
売価

★ジュエルピンク

SP-SOSP-SO131

66,000円店頭
売価

★ジュエルブルー

SP-SOSP-SO132

66,000円店頭
売価

★ジュエルパープル

SP-SOSP-SO133

66,000円店頭
売価

★ジュエルグリーン

SP-SOSP-SO134

66,000円店頭
売価

★ジュエルホワイト

SP-SOSP-SO135

66,000円店頭
売価

★ジュエルショコラ

SP-SOSP-SO136

66,000円店頭
売価

上品なパールと
ジュエリーカラーが
魅力のランドセル

子どもたちの夢がキラキラと羽ばたくように・・・との想いから生まれたランドセル。
お好きな組み合わせをお選びいただき、一つ一つ丁寧にお作りします。

7つのステップから組み合わせてわたしだけのランドセル

1 大きさ を選ぶ

3 ふたの裏 を選ぶ

5 ふたの鋲 を選ぶ

7 ネームししゅう を選ぶ

□ワイドタイプ

□ジュエルローズ

□ハート＋［ピンク］

□エンジェルティアラ

□アイボリー □ベビーピンク □ベビーブルー

□エレガントローズ □スウィートハート

※［］内はそれぞれふたの裏のデザインを選択した際の、ランドセルの内の色になります。

□ピンクチェック＋［ピンク］ □ストライプ＋［アイリス］

□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

□スリムタイプ

2 本体の色 を選ぶ

4 ししゅうデザイン を選ぶ

6 背中の色 を選ぶ

セミオーダーランドセル

2022年度スウィートパールランドセル うさぎや店頭ご注文締め切り

2021年11月30日(火)まで

ふたの裏

［内装の色］

ふた
よこ

ポケット

標準ベルト

※ししゅうは、ふた・よこ・ポケット・標準ベルト共通のデザインになります。

※標準ベルトの裏は背中の色と同色です。

※ポケットの内側に
名刺があります

ふたの鋲

□ラウンドフルール □ハート □リボン □反射

ネームししゅう

ネームししゅうを
□いれる
□いれない

ネームししゅうは「いれる」「いれない」をご選択いただけます。「いれる」場合、『ネームししゅう』は
アルファベット（大文字のみ）、ひらがな、記号（7種）を組み合わせて最大12文字までいれることができます。
＊漢字は入れることができません。＊文字の書体は選べません。
＊文字は左詰めに記入してください。ししゅうは中央揃えになります。

＊ししゅうの色はシルバーです。

＊記号7種

［ひらがな見本］

［アルファベット見本］

＊ししゅうはイメージです。スペースが必要な場合は空けてください。

６年
保証

POINT

昼も夜も！24時間続く！

ランドセルとして日本初となる光触媒加工生地を全ての商品に採用。

6年間抗ウイルス・抗菌作用が持続するので卒業まで続く安心・安全。

お子さまが毎日使うものだからこそ、こまめな消毒などで手間を

かけずにランドセルそのものに加工を施し、学校でもご自宅でも

清潔を保てる日本初のランドセルを実現しました。 

抗ウイルス・抗菌加工生地【ベルビオ５】 

※ランドセル生地表面を削り取らない限り効果は続きます
※光照射の場合

※

“最新の光触媒”の
力で子どもを守る

9999
人体に無害

永続的※

防カビ・
防臭・防汚

子どものミカタ！モチモチ肩ベルト

低学年の小さな肩を痛みから守る
子どもたちの肩への負担を減らすために
羅羅屋がたどり着いたのが
“体型に合わせて肩ベルトを付け替える”
という発想！おうちで簡単に肩ベルトを
チェンジすることができます。

モチモチ生地で
やわらかい※マジかるベルト®（別売）のお取り寄せに関しては、

　お手数ですが羅羅屋公式サイトよりご購入をお願いいたします。

低学年向け
マジかるベルト®

肩ベルトの付け替えができる

マジかるチェンジ
背カン

中高学年向け
標準ベルト

もれなくもらえる

ランドセルの生地でできた
ミニランドセル♪

透明ランドセルカバー♪

何色が届くかはお楽しみ♪

ララちゃんランドセルをご購入いただくと、もれなくもらえちゃう！

透明×ピンクのフチが
ランドセルのかわいさを
引き立てます！

※色はお選びいただけません ※カバーの種類は選べません

背中立体 樹脂製

背中はオリジナルの形状で
しっかり身体にフィット！
通気性もあり夏も快適です。

通気構造 ガード材補強すっきり収納
高学年になって教材が増えても
すっきり収納ができて

らくらく出し入れできます。

大マチ全体をガード材で補強。
斜めからの衝撃にも強く

ランドセルをしっかり守ります。

360度反射材 安全フッカー
自転車・自動車のライトが
当たると鮮明にピカッと

光って存在をアピールします。

菊寄せ
擦れやすい角には、花びらのように
ひだを重ねたきざみを入れる
職人技術を施しています。

特許取得済み！さげた袋が
引っかかる転倒事故などから
子どもたちを守ります。

取り外し可能 ワンタッチロック

あると便利な持ち手は
必要に応じて取り外しも

できます。

折りたためる
持ち手肩ベルト 錠前

ベルトがキレイにたためるから
シワがつきにくく

すっきり収納できます。

ふたの先の部分を軽く
押すだけで自動的にロック！
ふたの閉め忘れを防ぎます。

ポケット内Dカン 時間割りホルダー
お家のカギなどあまり外から
見られたくないものはポケットの
内側にさげれて安心です。

ダブル反射Dカン
左右どちらでも防犯ブザーを
付けることができます。

光を反射するので夜も安心です。

時間割を入れるネットは
小さなゴミもキレイにお掃除ができ
キズもつきにくいメッシュ素材を採用。

自社工場で製造 6年間保証
ララちゃんランドセルは
2012年に開業した新工場で
製造されています。

中まで防水仕様
鉛筆カスなどで黒ずんだり、

何かと汚れがちなランドセル内部も
水拭きできていつでも清潔です。

6年間の修理保証つき。
もしもの時も安心です。

2022年度スウィートパールランドセル うさぎや店頭ご注文締め切り
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わたしだけのスウィートパールランドセル

できあがり♪

大きさ
(2種)

おお

1
本体の色
(8色)

ほんたい　　いろ

２
背中の色
(3色)

せなか 　　いろ

6
ネーム
ししゅう

7
ふたの鋲
(4種)

びょう

5
ふたの裏
(3種)

  　　　　　うら

3
ししゅう
デザイン
(3種)

4

ランドセルの外法
高さ35.0cm×横27.0cm×奥行22.5cm

大マチの内寸
高さ32.0cm×横24.0cm×奥行12.5cm

小マチの内寸
高さ25.0cm×横24.0cm×奥行3.0cm
　　　　　　　　　　　(MAX5.0cm)
重量　約1,330g

ランドセルの外法
高さ35.0cm×横27.0cm×奥行20.0cm

大マチの内寸
高さ32.0cm×横24.0cm×奥行10.0cm

小マチの内寸
高さ25.0cm×横24.0cm×奥行3.0cm
　　　　　　　　　　　(MAX5.0cm)
重量　約1,260g


