
2023 年 3 月 14 日 

＜2024 年ランドセル＞ 

昨年より 3 週間早く 3 月 18 日(土)から店頭予約受付スタート 

4 月 22 日(土)から 5 月 7 日(日)までの大販売期間中は、 

2024 年モデルのランドセルが毎日いつでもお得! 

 

株式会社平和堂（本社:滋賀県彦根市、代表取締役社⾧執行役員:平松正嗣）は、2023 年 3 月

18 日(土)より平和堂・エールの 43 店舗で 2024 年の新入学生向けのランドセルの店頭予約受付を開始いた

します。   

暗い道でも安心の「360°方向反射」する

機能や荷物の量に応じてマチ幅を調節できる

「広がるポケット」が特徴の平和堂オリジナルラ

ンドセル「ふわりぃ らくピカッ ワイドセル」シリー

ズの品揃えが更に充実しました。他にも人気

のブランドランドセルなどバリエーション豊富に

お子様が安心して 6 年間使えるランドセルを

順次展開していきます。 

⾧く使う大切なランドセルだからこそ、下見

から購入まで納得してゆっくりと選んでいただ

けるよう、今年は昨年より約 3 週間早い 3

月 18 日(土)から店頭予約受付を開始しま

す。また、4 月 22 日(土)から 5 月 7 日

(日)までのランドセル大販売会期間中は、毎

日早期割引特典をご用意しております。店

頭では、ランドセルに関する知識や接客技術

を修得した「ランドセルアドバイザー」(社内資

格)が、お子様にとって“お気に入り”となる最

適なランドセル選びのお手伝いをさせていただ

きます。ぜひランドセルは平和堂でお選びくだ

さい。 

 

 

 



おすすめ!【平和堂オリジナルランドセル「ふわりぃ らくピカッ ワイドセル」の特⾧】 

「ふわりぃ らくピカッ ワイドセル」シリーズは、お好みにあわせてお選びいた

だけるよう、「フラッシュ」「プレミアム」「ライト」の 3 タイプをご用意しておりま

す。 

前後左右 360゜『ピカっと反射』、荷物の量に合わせて調節出来る「最大

8cm まで広がるポケット」、らくに背負える「ぴったりフイット」を、すべての商

品に備えています。 

 

ポイント 1 ～車のヘッドライトがあたるとピカっと反射～ 

 「ふわりぃ らくピカッワイドセル フラッシュ」は、反射デザインにこだわった4種類の中からお好きなものが選べます。 

 

ポイント 2 ～タブレット収納を考えた衝撃吸収仕様～ 

 「ふわりぃ らくピカッ ワイドセル フラッシュ」は、大事なタブレットを衝撃から守るため大マチのサイドと背中側をウ

レタン素材でカバーします。 

 

ポイント 3～かるくて背負いやすい～ 

「ふわりぃ らくピカッ ワイドセル ライト」は、平和堂のランドセル平均重量より 160ｇ軽い 1,010ｇと超軽量。 

 

【ランドセル選びのポイント】 

平和堂がおすすめするランドセル選びのポイントをわかりやすくアイコンでお伝えしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平和堂のランドセルは全て 6 年間保証付きなので、安心してご利用いただけます。 

保証期間中に支障をきたした場合は、修理対応をさせていただきます。 

修理期間中は、代替ランドセルをご用意いたします。 



【商品の一例】 

 

 

らくに背負えてピカッと反射 ワイド収納の 平和堂オリジナルランドセル「ふわりぃ らくピカッ ワイドセル」。今年

は反射のデザインが人気の「フラッシュ」シリーズが充実!４つのデザインから選べます、そのほかにもタブレット収納

にこだわった「プレミアム」や軽くてせおいやすい「ライト」シリーズなど、充実のラインナップになってます。 

 

＜ふわりぃ らくピカッ ワイドセル フラッシュ＞ 

【価 格】本体 63,000 円(税込 69,300 円)～本体 66,000 円（税込 72,600 円） 

【ポイント】・前後左右 360°方向に加え上下も反射 ・かぶせや肩ひものデザインにも反射材を使用 

 

＜ふわりぃ らくピカッ ワイドセル プレミアム＞ 

【価 格】本体 63,000 円(税込 69,300 円) 

【ポイント】 

・タブレット収納も考えた衝撃吸収機能 

・高さを変えられる仕切り板付き 

 

 

 

 

 

平和堂オリジナルランドセル「ふわりぃ らくピカッ ワイドセル」シリーズ 



＜ふわりぃ らくピカツ ワイドセル ライト＞ 

【価  格】本体 58,000 円(税込 63,800 円) 

【ポイント】 

・1,010ｇの軽量タイプ 

・マチ幅 12 ㎝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2024 平和堂 ランドセル大販売会 第 1 弾 ランドセル早期ご購入特典＞ 

期間:2023 年 4 月 22 日(土)～2023 年 5 月 7 日(日) 

対象:2024 年モデルをお買い上げのお客様 

特典 1  

HOP カード会員様 ランドセル 20％OFF 

※一部ブランド商品は 10％OFF とさせていただきます。 

※オリビエランドセルは除きます。 

特典 2 

HOP ポイント 10 倍進呈 

※通常ポイント 1 倍＋9 倍で、実質 10 倍ポイントとなります。 

※一部 HOP ポイント対象外商品もございます。 

特典 3  

子育て応援クラブらぶきっず会員様なら 1,000 円引クーポン配信中! 

2024 年モデルランドセルに使え、割引価格からさらに 1,000 円引になります。 

※ご利用には事前の登録が必要です。 

 

【子育て応援クラブ らぶきっず】 

HOP カード会員様のなかで出産予定日から小学校ご卒業までのお子様をお持ちの方がご登録いただけるサービ

スで、平和堂スマートフォンアプリへの会員ご登録のあと、お子様情報を入力すると「らぶきっずアプリ会員」へ自動

的に登録されます。 

子育てに役立つ情報のほか、お買い得情報や、会員限定のお得なクーポン、イベント・特典クーポンなどをお届け

します。ベビーサイン体験教室や助産師による育児相談会、マラソンや綱引大会など、お子様にご参加いただける

イベントを多数実施しています。 

■らぶきっずについて（https://www.heiwado.jp/service/lovekids） 



【ランドセル取扱い店舗一覧】 

平和堂 41 店舗およびエール 2 店舗 

(滋賀県) AP 草津、ビバシティ平和堂、AP 水口、AP 守山、AP 栗東、AP 堅田、AP 瀬田、AP ⾧浜、AP 近

江八幡、あどがわ店、AP 野洲、AP 八日市、坂本店、平和堂石山 

(京都府) AP 醍醐、AP 京田辺、AP 宇治東、AP 城陽、AP 亀岡、AP 木津 

(大阪府) AP 香里園、AP 茨木、AP 枚方、AP 高槻 

(兵庫県) AP あまがさき、AP つかしん 

(福井県) AP 敦賀、AP アミ、AP 鯖江、AP ベル、AP 武生 

(石川県) AP 金沢、AP 加賀、AP 小松、AP 津幡、AP 鹿島 

(富山県)AP 富山内「キッズフェスト」、AP 小杉 

(岐阜県) AP 鶴見、高富店 

(愛知県) 江南店 

(エール )エール東舞鶴店、エール峰山店 

 

【注意事項】 

・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。 

・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場

合があります。 

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。 

 

以上 

 


