
 

 

２０２１年５月１９日 

イ オ ン 株 式 会 社 

イオンリテール株式会社 

 

５月２５日より東京を中心にイオン１９店舗 

循環型プラットフォーム「Loop」の商品販売 
８月末までに関東の約５０店舗へ拡大 

 

イオンは５月２５日（火）より、東京都の全店（１７店舗）と神奈川、千葉各１店舗の「イオン」

「イオンスタイル」等、計１９店舗とネットスーパー※１にて、日用消耗品や食品など繰り返し

使えるリユース容器を利用した商品のショッピングプラットフォーム「Loop（ループ）」に参画する

メーカー６社、計１３品目の販売を開始します。本取り組みは資源循環型社会の実現に向けての一環

で、販売開始から約１年間、「Loop」商品の取り扱いができる国内の小売業は日本国内では当社

のみとなります。今後はまず、２０２１年８月末までに関東の約５０店舗への拡大を目指します。 

なお容器の返却は、店頭設置の返却ボックスにて承り、購入時にお支払いいただいた容器代が

Loop公式アプリ経由でお客さまに返金されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イオンは、すべてのステークホルダーの皆さまと持続可能な資源利用に取り組んでおり、

２０３０年までに使い捨てプラスチックの使用量を２０１８年度比で半減する目標を掲げています。

１９９１年から実施している「買物袋持参運動」をはじめ、食品トレーやペットボトルなどの店頭

での資源回収、「トップバリュ」包装資材の環境配慮型への転換など、店舗や商品・サービス

を通じて資源循環型の新たなライフスタイルの定着にも積極的に取り組んでいます。 

 

このたび、グローバルに展開するソーシャルエンタープライズ「ループ・ジャパン合同会社」と、

日本国内の日用品・食品メーカー各社と協力し、容器を回収、洗浄し再利用する「Loop」の取り組み

を実施することで、これまでの“使い捨て”から“繰り返し”使うライフスタイルへのシフトを

推進します。 

 

 これからもイオンは、お客さまとともに持続可能な社会の実現に向けて、さまざまな取り組み

を続けてまいります。 

 

※１：「おうちでイオン イオンネットスーパー」を実施する計１５店舗での販売です。 

✕ 

返却ボックス 

店舗で Loop商品購入 使用済み容器を返却 検品・仕分け・洗浄 

メーカー工場 

工場で製品を充填 
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【概要】 

発 売 日：２０２１年５月２５日（火） 

展開店舗：東京（１７店舗）、神奈川（１店舗）、千葉（１店舗）の「イオン」「イオンスタイル」

等、合計１９店舗 

     ※上記展開店舗のうち、「おうちでイオン イオンネットスーパー」実施店舗

（計１５店舗）でも販売します。（容器返却の承りは店頭のみとなります） 

https://shop.aeon.com/netsuper/ 

品 目 数：１３品目※２（メーカー６社） 

価 格 帯：本体価格７９８円（税込８７７.８０円）※３～本体価格４,１００円（税込４,５１０円） 

     （容器代を含みます） 

 

＜Loopに関するイオン特設サイト＞ https://www.aeonretail.jp/campaign/loop/ 

 

【お客さまの容器返却方法】 

■イオン店頭に設置されている返却ボックスにてＱＲコード※４のシールを発行し、返却する 

使用済み容器に貼付。 

■「Loopアプリ」をダウンロードし、返却する容器に貼付したＱＲコード※４をスキャン。 

 ＜LoopアプリダウンロードＵＲＬ＞（５月２５日よりダウンロード可能） 

（https://loopmobileapp.com/ja-JP/） 

 ■返却ボックスに容器を投入。 

 ■容器の回収を Loop にて確認後、購入時にお支払いいただいた容器代をアプリ経由で返却。

（約２週間後） 

 

 

【Loopの容器回収フローの仕組み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※２：うち４品目は限定店舗での取り扱いです。（４頁参照） 

※３：標準税率（１０％）対象商品です。単品で購入の場合、小数点以下が切り捨てになります。 

※４：「ＱＲコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

https://shop.aeon.com/netsuper/
https://www.aeonretail.jp/campaign/loop/
https://loopmobileapp.com/ja-JP/
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【展開店舗一覧】（２０２１年５月２５日時点） 

■店頭販売        計１９店舗（東京１７店舗、神奈川１店舗、千葉１店舗） 

■ネットスーパー販売店舗 計１５店舗（(*)印の店舗はネットスーパーを実施していません） 

 

東京都 

イオンスタイル有明ガーデン(*) イオンスタイル板橋 

イオンスタイル板橋前野町 イオンスタイル御嶽山駅前 

イオン葛西店 イオンスタイル河辺(*) 

イオンスタイル品川シーサイド イオン東雲店 

イオンスタイル多摩平の森 イオン西新井店 

イオン練馬店 イオン東久留米店 

イオン日の出店 イオンスタイル碑文谷 

イオンスタイル南砂 イオンむさし村山店 

ザ・ビッグ昭島店(*)  

神奈川県 千葉県 

イオンスタイル座間 イオンスタイル幕張新都心(*) 

 

 

【取り扱い商品一覧】計１３品目（２０２１年５月２５日時点） 

 

 ＜ロッテ＞ 

Loopキシリトールガム 

ライムミント 

 

価 格：本体価格１,９００円 

（税込２,０９０円） 

容器代：８８０円 

規 格：２１６ｇ 

 ＜Ｐ＆Ｇ＞ 

アリエールバイオサイエンス

ジェルボール（本体） 

 

価 格：本体価格１,６８０円 

（税込１,８４８円） 

容器代：７７０円 

規 格：３２個 

 ＜Ｐ＆Ｇ＞ 

ジョイジェルタブ 

 

 

価 格：本体価格１,６８０円 

（税込１,８４８円） 

容器代：７７０円 

規 格：３２個 

 ＜Ｐ＆Ｇ＞ 

プログライドマニュアル２Ｂ  

ホルダー付きスタンドセット 

 

価 格：本体価格１,９８０円 

    （税込２,１７８円） 

容器代：なし 

規 格：ホルダー替刃２個 

（替刃合計３個スタントﾞ) 

 ＜Ｐ＆Ｇ＞ 

プログライドマニュアル替刃 

６Ｂ 

 

価 格：本体価格３,１８０円 

（税込３,４９８円） 

容器代：なし 

規 格：替刃６個 

 ＜エステー＞ 

消臭力クリアビーズ  

イオン消臭プラス 無香料 

 

価 格：本体価格７９８円 

（税込８７７.８０円※３） 

容器代：２２０円 

規 格：２８０ｇ 

※３：標準税率（１０％）対象商品です。単品で購入の場合、小数点以下が切り捨てになります。 
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 ＜アース製薬＞ 

モンダミン ペパーミント 

 

 

価 格：本体価格１,３８０円 

（税込１,５１８円） 

容器代：２２０円 

規 格：５００ｍｌ 

 ＜LUV WAVES of materials＞ 

LUVHAIR シャンプー 

 

 

価 格：本体価格３,２００円 

（税込３,５２０円） 

容器代：１１０円 

規 格：２８５ｍｌ 

 ＜LUV WAVES of materials＞ 

LUVHAIR コンディショナー 

 

 

 

価 格：本体価格３,４００円 

（税込３,７４０円） 

容器代：１１０円 

規 格：２８５ｍｌ 

 ＜ネイチャーズウェイ＞ 

ドクターブロナー 

Loopマジックソープ CI 

（シトラスオレンジ） 

 

価 格：本体価格３,０００円 

（税込３,３００円） 

容器代：５５０円 

規 格：４５０ｍｌ 

 ＜ネイチャーズウェイ＞ 

ドクターブロナー 

Loopマジックソープ BA 

（ベビーマイルド） 

 

価 格：本体価格３,０００円 

（税込３,３００円） 

容器代：５５０円 

規 格：４５０ｍｌ 

 ＜ネイチャーズウェイ＞ 

エレキュイール  

Loop スリーエレメントシャン

プー（L&F） 

 

価 格：本体価格４,１００円 

（税込４,５１０円） 

容器代：５５０円 

規 格：４００ｍｌ 

 ＜ネイチャーズウェイ＞ 

エレキュイール  

Loop グロッシー＆スムース

コンディショナー（L&F） 

 

価 格：本体価格４,１００円 

（税込４,５１０円） 

容器代：５５０円 

規 格：４００ｍｌ 

 

 

 

【「Loop（ループ）」とは】 

 

グローバルに展開するソーシャルエンタープライズである米テラサイクル

が開発し、従来、使い捨てされていた洗剤やシャンプーなどの日用消耗品

や食品などの容器や商品パッケージを、ステンレスやガラスなど耐久性の

高いものに変え、繰り返し利用を可能にすることで使い捨てプラスチック

を削減する新たな商品提供システムです。 

 

 

 

 

 

【店舗限定】 

【店舗限定】 【店舗限定】 

【店舗限定】 
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【Loop Japan（ループ・ジャパン）合同会社について】 

 

ループ・ジャパンは「捨てるという概念を捨てよう」というミッションのもと、循環型ショッピング

プラットフォーム「Loop」を日本で展開するソーシャルエンタープライズです。ループ・ジャパン

はこれまで使い捨て容器で販売されていた製品をリユース可能な容器で販売しています。さらに

使用済み容器を回収し、洗浄・製品の再充填を行い再び販売することで、「Loop」を通じて使い捨て

プラスチックを削減するのみならず、”使い捨て文化”からの脱却を目指しています。２０１９

年１月に発表以降、世界４カ国（米、仏、英、加）で展開しており、今後日本を含め７カ国に拡大

させる予定です。 

 

 

 

 

 

ご参考 
イオンは今後も、「Loop」に参画する日用品・食品メーカー各社と協力し、Loop商品の品目数を

順次拡大することで、これまでの“使い捨て”から“繰り返し”使うライフスタイルへのシフトを

推進してまいります。 

 【６月２６日発売予定】 

＜フィッツコーポレーション＞ 

ライジングウェーブ フリー 

ライトブルー ルームフレグ

ランス Loopモデル 

 

価 格：本体価格２,７００円 

（税込２,９７０円） 

容器代：３３０円 

規 格：１５０ｍｌ 

 【６月２６日発売予定】 

＜フィッツコーポレーション＞ 

レールデュサボン センシュ

アルタッチ ルームフレグラ

ンス Loopモデル 

 

価 格：本体価格２,７００円 

（税込２,９７０円） 

容器代：３３０円 

規 格：１５０ｍｌ 

 【６月２６日発売予定】 

＜フィッツコーポレーション＞ 

ヴァシリーサ ヌードワン  

ルームフレグランス 

Loopモデル 

 

価 格：本体価格２,７００円 

（税込２,９７０円） 

容器代：３３０円 

規 格：１５０ｍｌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


