
 

 

※１：「ＦＳＣ� 認証」とは適切に管理された森から生産された木材や紙であることを認証する制度です。 

２ ０ １ ９ 年 ５ 月 ２ ３ 日 
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６月は環境月間、一人ひとりが日々のくらしを見直すきっかけに 

買物を通じて環境保全に貢献したい、という声にお応えする 

トップバリュ 環境配慮型商品を拡充 
 

イオンは６月４日（火）より、全国の「イオン」「イオンスタイル」等、約５１０店舗にて、

リサイクル原料を使用したマイバッグや、プラスチックの削減に向けて紙や木材を使用した簡易

食器など、トップバリュ環境配慮型商品２４品目を順次発売します。 
 
イオンは１９９１年、資源の有効活用や温暖化防止の観点から「買物袋持参運動」を開始し、

２００７年からは「レジ袋無料配布中止」にも取り組んでいます。商品においても、自然資源の   

持続可能性に配慮して生産された農産物や水産物を積極的に取り扱うなど、お客さまとともに   

買物を通じて環境保全につながる、さまざまな取り組みをおこなっています。  
 
また近年、石油資源の枯渇やプラスチックごみによる環境汚染などの問題により、使い捨て

プラスチックを見直そう、という声も高まっています。 
 
こうした中イオンは、使い捨てプラスチックの削減と資源の持続可能な調達への取り組みを

加速するため、環境に配慮した商品を企画・開発し、取り扱いを拡充します。 
 

２つの視点から環境配慮型商品を拡充 

＜使い捨てプラスチックを減らす＞ 

≪Ｎｅｗ≫ リサイクル原料を使用した 

マイバッグと買物袋  

≪Ｎｅｗ≫ プラスチックの代替となる原料を 

使用したストローやスプーンなど 

原料の一部にリサイクル

プラスチックを使用した

マイバッグと買物袋です。

本商品を繰り返しご利用いた

だくことで使い捨てプラス

チックの削減に繋がります。 

パーティやアウトドアで

使用される、ストローや

スプーン、フォークなど

使い捨てプラスチック 

製品の原料を、紙や木材

で代替している商品です。 

＜持続可能な原料で森林資源を大切に＞ 
≪Ｎｅｗ≫ 適切に管理された森から生産された 

木材や紙を使用した ＦＳＣ� 認証 簡易食器 
≪Ｎｅｗ≫ 木材パルプの代替原料として 

竹パルプを配合した 紙製品 

限りある森林資源を守る

ために「ＦＳＣ
�
認証」※１

を取得した原料を使用した

紙皿や紙コップを新たに

発売します。 

竹は木に比べて成長が早い

ため、白樺や松などに

代わる原材料として見直

されています。木材パルプ

の代替として無漂白の

竹パルプを約４０％配合

したティシューペーパー

などの紙製品を発売します。 
 

これからもイオンは、環境に配慮した商品の品揃えを拡充し“使い捨て”から “持続可能な社会”

の実現に向けて、お客さまとともに、さまざまな取り組みを続けてまいります。 
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木のスプーン 

紙ストロー 

※写真は全てイメージです。 

デザインａ表（Ｍ） 

左：デザインａ（Ｍ） 

右：デザインｂ（Ｌ） 

肩掛けイメージ 

デザインｂ（Ｌ） 

木のフォーク 

※税込価格は単品で購入した際の価格です。 ※店舗によって価格や品揃えが異なる場合がございます。 

デザインａ裏（Ｍ） 

【販売概要】 

発 売 日：２０１９年６月４日（火）より順次発売 

展 開 店 舗：全国の「イオン」「イオンスタイル」等、約５１０店舗 

品 目 数：２４品目 

特設サイト：＜使い捨てプラスチック削減対応商品＞https://www.topvalu.net/de-plastic 

＜ＦＳＣ� 認証および竹パルプ配合商品＞https://www.topvalu.net/bamboo-products 
 

【商品一例】 

 

 

 

 

 

 

 トップバリュ リサイクル原料を使ったマイバッグ 

バッグ部分（持ち手部分を除く）にリサイクル

プラスチックを５０％使用しています。持ち手

が長いため肩にも掛けてご使用いただけます。

野菜や果物などをあしらったデザインやウミ

ガメをモチーフにした柄をご用意しています。 

 

デザイン：ａ、ｂ 各Ｍ、Ｌサイズ 

規 格：（Ｍ）縦３５ｃｍ×横３７ｃｍ×マチ１８ｃｍ 

（Ｌ）縦３９ｃｍ×横４５ｃｍ×マチ２０ｃｍ 

価 格：（Ｍ）１５０円（税込１６２円） （Ｌ）２００円（税込２１６円） 

 

 トップバリュ リサイクル原料を使った買い物袋 

バッグ部分（持ち手部分を除く）にリサイクルプラスチックを８０％

使用しています。小さく折りたたんで使用いただけるほか、お手頃

価格のため「買物を通じて気軽に環境保全に貢献してみたい」と

いった方におすすめです。 

デザイン：ａ、ｂ 各Ｍ、Ｌサイズ 

規 格：（Ｍ）縦３４ｃｍ×横３７ｃｍ×マチ１８ｃｍ 

（Ｌ）縦３６ｃｍ×横５０ｃｍ×マチ１８ｃｍ 

 価 格：（Ｍ） ４０円（税込４３円） （Ｌ）５０円（税込５４円） 

  

 トップバリュ 紙ストロー【数量限定販売】 

素材そのままの風合いをお楽しみいただける日本製の紙ストローです。

パッケージでも、商品が見える部分以外は紙を使用するなどプラスチック

素材の削減により環境への負荷を減らします。 

規 格：直径６ｍｍ×長さ２００ｍｍ １６本入り 

価 格：２９８円（税込３２１円） 

 

 トップバリュ 木のスプーン／トップバリュ 木のフォーク【数量限定販売】 

白樺の木を原料にし、口当たりに配慮したスプーンとフォーク

です。環境への負荷を減らすため、紙のパッケージにしています。 

規 格：長さ 各約１６ｃｍ／１本あたり ８本入り  

価 格：１７８円（税込１９２円） 

 

 

https://www.topvalu.net/de-plastic
https://www.topvalu.net/bamboo-products
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無漂白ペーパープレート 

※写真は全てイメージです。 

※２：トップバリュ商品 トイレットペーパーダブル（２５ｍ）比 

 

※税込価格は単品で購入した際の価格です。 ※店舗によって価格や品揃えが異なる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 トップバリュ ＦＳＣ� 認証 無漂白ペーパーカップ ２０５ｍｌ 

トップバリュ ＦＳＣ� 認証 無漂白ペーパープレート １８ｃｍ 

トップバリュ ＦＳＣ� 認証 無漂白ペーパーボウル ４１０ｍｌ 

“自然”なイメージを連想しやすいＦＳＣ無漂白紙を使用しています。

パーティやアウトドアなどの際に“自然”や“おしゃれ”な食卓を

演出したい方には、カップやプレート、ボウルを揃えての使用が

おすすめです。 

規 格：カップ １８個入り／プレート １０枚入り／ボウル １０個入り 

価 格：各９８円（税込１０５円） 

 

 トップバリュ ＦＳＣ� 認証 ペーパーカップ ホット＆コールド用【７月上旬発売予定】 

ホット用として販売していた現行品をＦＳＣ� 認証に切り替え、ホット

＆コールド用として新たに発売します。カップの外側には発泡加工を

施しているため、熱い飲み物を注いでも熱が伝わりにくく、持ちやすく

なっています。 

規 格：２５０ｍｌ １２個入り 

価 格：１９８円（税込２１３円） 

 

 

 トップバリュ 竹パルプ配合 コンパクトティシューペーパー（ＦＳＣ� 認証）【数量限定販売】 

外箱がなく、かさばらないため、デスク周りや車の中、外出時などに

便利なコンパクトティシューです。使い終わりに箱をつぶす手間も

省けます。 

規 格：４００枚（２００組）×３個  

価 格：１５８円（税込１７０円） 

 

 

 トップバリュ 竹パルプ配合 ハンドペーパー（ＦＳＣ� 認証）【数量限定販売】 

吸水性に優れた丈夫な竹パルプ（無漂白）を約４０％配合して

いるため、手拭きのほか、キッチン周りやテーブルの拭き取りなど、

あらゆる用途に使える便利な逸品です。 

規 格：３００枚（１５０組） 

価 格：９８円（税込１０５円） 

 

 

 トップバリュ 竹パルプ配合 ２倍巻 トイレットペーパーダブル【数量限定販売】 

無漂白竹パルプを約４０％、漂白木材パルプを約６０％配合した

トイレットペーパーです。１ロール５０ｍ巻が８ロール入っている

本商品は、２５ｍ巻１６ロール※２と同等の長さのため、ペーパーの

交換回数が減り、約半分のスペースで収納いただけます。 

規 格：５０ｍ×８ロール 

価 格：３９８円（税込４２９円） 
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【商品一覧】※税込価格は単品で購入した際の価格です。 ※店舗によって価格や品揃えが異なる場合がございます。 

商品名 規格 本体価格 税込価格 

トップバリュ リサイクル原料を使ったマイバッグ Ｍ （ａ） １個 １５０円 １６２円 

トップバリュ リサイクル原料を使ったマイバッグ Ｍ （ｂ） １個 １５０円 １６２円 

トップバリュ リサイクル原料を使ったマイバッグ Ｌ （ａ） １個 ２００円 ２１６円 

トップバリュ リサイクル原料を使ったマイバッグ Ｌ （ｂ） １個 ２００円 ２１６円 

トップバリュ リサイクル原料を使った買い物袋 Ｍ （ａ） １枚 ４０円 ４３円 

トップバリュ リサイクル原料を使った買い物袋 Ｍ （ｂ） １枚 ４０円 ４３円 

トップバリュ リサイクル原料を使った買い物袋 Ｌ （ａ） １枚 ５０円 ５４円 

トップバリュ リサイクル原料を使った買い物袋 Ｌ （ｂ） １枚 ５０円 ５４円 

【数量限定販売】 

トップバリュ 紙ストロー 
１６本 ２９８円 ３２１円 

【数量限定販売】 

トップバリュ 木のスプーン 
８本 １７８円 １９２円 

【数量限定販売】 

トップバリュ 木のフォーク 
８本 １７８円 １９２円 

トップバリュ ＦＳＣ
�
認証 無漂白ペーパーカップ ２０５ｍｌ １８個 ９８円 １０５円 

トップバリュ ＦＳＣ
�
認証 無漂白ペーパープレート １８ｃｍ １０枚 ９８円 １０５円 

トップバリュ ＦＳＣ
�
認証 無漂白ペーパーボウル ４１０ｍｌ １０個 ９８円 １０５円 

【７月上旬発売】 

トップバリュ ＦＳＣ
�
認証 ペーパーカップ ホット＆コールド用 

１２個 １９８円 ２１３円 

【６月中旬発売】 

トップバリュ ＦＳＣ
�
認証 ペーパープレート １８ｃｍ 

２４枚 １４８円 １５９円 

【７月上旬発売】 

トップバリュ ＦＳＣ
�
認証 丈夫なペーパープレート ２２ｃｍ 

６枚 １９８円 ２１３円 

【７月上旬発売】 

トップバリュ ＦＳＣ
�
認証 ペーパーボウル ４１０ｍｌ 

８個 １４８円 １５９円 

【６月中旬発売】 

トップバリュ ＦＳＣ
�
認証 ペーパーボウル ６５０ｍｌ 

６個 １９８円 ２１３円 

【数量限定販売】 

トップバリュ 竹パルプ配合 コンパクトティシューペーパー（ＦＳＣ
�
認証） 

４００枚（２００組）

×３個 
１５８円 １７０円 

【数量限定販売】 

トップバリュ 竹パルプ配合 ハンドペーパー（ＦＳＣ
�
認証） 

３００枚（１５０組） ９８円 １０５円 

【数量限定販売】 

トップバリュ 竹パルプ配合 キッチンペーパー 

２００枚（１００組）

×３個 
１５８円 １７０円 

【数量限定販売】 

トップバリュ 竹パルプ配合 ２倍巻 トイレットペーパーダブル 

５０ｍ× 

８ロール 
３９８円 ４２９円 

【数量限定販売】 

トップバリュ 竹パルプ配合 トイレットペーパーダブル 

２５ｍ× 

４ロール 
１２８円 １３８円 

 


