
プーマのキャットロゴが
スタイリッシュなカブセ裏

流れる風をイメージしたステッチと
反射して光るロゴマーク

キャットロゴ入りの引き手

シルバーのPUMAとキャットロゴが
印象的なポケットデザイン

プーマ専用のエックスラインが
入っている背中のクッション

天使のはね®、左右連動背カン、チルトプレート、3D肩ベルト、ぴたっこ、321構造、
スタイルキーパー、総内張り、2重巻き補強、背中通気構造、持ち手ハンドル、ワンタッチ
オートロック、防犯ブザー用フック、セパレート式安全フック、前後左右反射、安心の日本
製

プーマ スピードスターシリーズ名

セイバンメーカー

約1,230g重量

アンジュエール素材

高さ310mm×横235mm×マチ幅120mm
（A4フラットファイルサイズ対応）

内寸法

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

ひねピタ、ラクパッドフレックス、カギ引っかけフック特別機能

保証

カラー名表記説明：◇…縁　▽…ステッチ　○…背裏

プーマ
スピードスター
プーマの疾走感をイメージした
スポーティーなランドセル

体にぴったり軽く感じる

肩ベルトをぐっと根元から立ち上げてくれる

はねの形の樹脂パーツ、それが「天使のはね」。

「天使のはね」によって持ち上がった肩ベルトが

背中にぴったり密着することで重心があがり、

重さによる負担を分散してくれるので、

実際の重量よりも軽く感じます。

〈セイバンのランドセル〉 特 長
POINT

天使のはねをはじめ、背負いやすくて使いやすい機能にこだわったセイバンのランドセル。
色やデザインだけでなく、実際に背負ってみて感じられる機能を、ぜひ店頭でチェックしてみてください！

左右連動背カン
走っても跳ねてもランドセルが
背中の中心で密着するので、

重心を体の中心で
保つことができます。

スタイルキーパー
傷みやすい取り出し口を
樹脂とワイヤーで補強。

強い力でランドセルを押しても
形状を維持し、変形を防ぎます。

2重巻き補強 背中通気構造
擦れて傷みやすい

コーナー部分やカブセと
本体をつなぐ部分は、

2重巻きで補強しています。

低学年でも指1本で
らくに施錠できます。

解錠時は左右どちらにでも回せる
セイバンオリジナル錠前。

ワンタッチ
オートロック

防犯ブザー用
フック

左右の肩ベルトに
フックがあることで、

もしもの時も防犯ブザーが
つかみやすく便利で安心です。

車などによる引きずり事故
防止のために、強い力で

引っ張ると自動的にフックが外れる
安全機能がついています。

総内張り
ランドセルの内側には

傷や汚れに強いPET素材。
汚れても拭くだけで簡単に
お手入れができます。

安心の日本製
天使のはねランドセルは、すべて
日本の工場で作られています。
6年間の使用に耐える
高品質を実現しています。

持ち手ハンドル
丈夫な持ち手は

棚からの出し入れや、
お子さまに背負わせる時の
補助に役立ちます。

321構造
「3面2重1対型」の構造で
型崩れしやすいランドセル
本体部分の耐久性を
高めています。

3D肩ベルト
肩ベルトの内径を長く、

外径を短くわんきょくさせることで、
ベルトとからだの接触面積が
広くなり密着します。

チルトプレート
傾斜のついた底敷きが
荷物の偏りを防ぎ、
重心を安定させて
軽く感じさせます。

ぴたっこ
肩ベルト通しのパーツに
ひねりを加えて、

パーツの角がわき腹に
当たりにくくなっています。

前後左右反射
前後左右についた反射材が、
約100m先から光って
子供の存在を知らせ、

暗い夜道や雨の中も安心です。

6年間保証
6年間修理保証付き。
もしもの時も安心です。

基本機能

特別機能
※一部のモデルのみ搭載

ブレスレザー®
背あてと肩ベルト、下ベルト裏に、
吸湿と放湿を繰り返す合成皮革を
採用。べたつかずサラサラ快適。

ひねピタ
下ベルトに形状保持プレートを内蔵。
自分でひねりを自在に調節でき、
常にわき腹に沿って密着します。

せみね
背骨への負担を軽減。
“垂直に近い状態”を

キープするクッション形状。

低反発と高反発。
異なる2つの素材を2層構造に
することでふんわり・しっかり

背中を支えます

背中
Wクッション

高密度なウレタンパッドを採用し、
クッション性がさらにアップ。
肩の傾斜に合わせて厚みを変え、
からだへの密着度も高まります

ラクパッド
フレックス

前ポケットの中にフック。
紛失しずらく、外から
カギが見えないので
防犯面でも安心です。

カギ引っかけ
フック

セパレート式
安全フック

背あてを立体的な形状に
することでムレにくくなり、
夏場の背中の快適性が
一層向上しました。

PB23-7591PB23-7591103

ネイビー
◇マニッシュグレー
【参考売価】
73,700 円   66,330円店頭

売価
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