2020 年 2 月 4 日

グループで回収したペットボトルを原料とした再生糸を使用※
『セブンプレミアム ライフスタイル ボディクーラー』新登場
2 月 12 日（水）より全国のイトーヨーカドー129 店舗より順次販売開始
株式会社セブン&アイ・ホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井阪
隆一）は、機能性肌着『セブンプレミアム ライフスタイル ボディクーラー』を 2020 年 2 月 12
日（水）から全国のイトーヨーカドー、ヨークベニマル、そごう・西武の各店舗で順次発売いた
します。また、セブン&アイのネットショッピングサイト「オムニ 7」でも 2 月 4 日（火）より発
売いたします。
今回初めてボディクーラーは主力の一部商品において、セブン&アイグループの環境宣言
『GREEN CHALLENGE 2050』の具体的な取り組みのひとつ“プラスチック対策”として、
ポリエステル繊維の一部にペットボトルを原料とした再生糸を使用しております。
また、セブン&アイグループの店頭で回収したペットボトルを使用した衣料品の発売は今回が初
めてとなります。
今年のボディクーラーの機能としては、高い通気性はそのままに、サラッとした肌触りで快適
な着用感に加え、汗対策として汗を吸ってすぐに乾く速乾性と抗菌防臭加工に最もこだわり
ました。更にレディスは、汗ジミのできやすい前脇の汗をしっかりカバーした汗とりパッドを
採用し、内側には消臭機能を施し、外側は撥水加工で汗がアウターに染み出しにくい仕様にしま
した。メンズでも、汗ジミのできやすい箇所の生地を切り替え、二重張りにすることで汗ジミを
抑える等、お客様の様々なニーズに対応しております。
セブン&アイ・ホールディングスは、今後も新しい価値ある商品開発を通じて、お客様の豊かで
便利な生活シーンをご提案してまいります。
※：商品に使用している再生糸の一部にセブン&アイグループで回収した再生ペットボトルから生まれた糸を
含んでおります。

―

商品概要 ―

『セブンプレミアム ライフスタイル ボディクーラー』
◆発売日：2 月 12 日（水）より順次、店頭販売開始
◆アイテム数：92 アイテム
内、ペットボトル再生糸一部使用商品：29 アイテム
◆価格帯：390 円＋税～1,490 円＋税
◆販売店舗：イトーヨーカドー129 店舗
ヨークベニマル 49 店舗
そごう・西武 9 店舗
※各社店舗により取り扱い商品が異なります

◆特 長：暑い夏でも快適に、サラッとした肌ざわり
◆イトーヨーカドー特集ページ 2 月 4 日サイトアップ予定
◆「オムニ 7 」特集ページ

2 月 4 日サイトアップ予定
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http://www.itoyokado.co.jp
http://iyec.omni7.jp/fair/F01BC0000

―

商品の一例 —

ペットボトル再生糸一部使用商品
レディス『セブンプレミアム ライフスタイル ボディクーラー汗取り付きタンクトップ』
◇販 売 価 格：990 円＋税
◇サイズ

：S・M・L・LL・3L 計 5 サイズ

◇カラー

：ホワイト・ブラック・ネイビー
ライトブルー・ライトピンク等、計 11 色

◇レディス汗取り付インナーアイテム数：キャミソール、
フレンチ袖等、計 5 アイテム
◇特長：①汗ジミの起こりやすい前脇の汗をしっかりカバー
②汗を吸ってすぐ乾く
③抗菌防臭
④なめらかな肌ざわりと快適フィット

グループで回収したペットボトルを
原料とした再生糸を一部使用

ペットボトル再生糸一部使用商品
レディス『セブンプレミアム ライフスタイル ボディクーラー カップ付タンクトップ』
◇販 売 価 格：1,490 円＋税
◇サイズ

：S・M・L・LL・3L 計 5 サイズ

◇カラー

：ホワイト・ブラック・ネイビー
ベージュ等、計 6 色

◇レディスカップ付インナーアイテム数：キャミソール、
タンクトップ、3 分袖、計 3 アイテム
◇特長：①ムレやすいバストもサラサラ通気性のよい
モールドカップ使用
②汗を吸ってすぐ乾く
③抗菌防臭
④なめらかな肌ざわりと快適フィット

グループで回収したペットボトルを
原料とした再生糸を一部使用

ペットボトル再生糸一部使用商品
メンズ『セブンプレミアム ライフスタイル ボディクーラー天竺半袖シャツ』
◇販 売 価 格：890 円＋税
◇サイズ

：S・M・L・LL・3L・4L・5L 計 7 サイズ

※S・4L・5L は「オムニ 7」のみの取り扱いです
◇カラー

：ホワイト・ブラック・ネイビー等、計５色

◇半袖 V 首シャツ、半袖丸首シャツ等 計 2 アイテム
◇特長：①やわらか綿混素材
②脇汗の汗ジミ軽減、汗を吸ってすぐ乾く
③抗菌防臭
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グループで回収したペットボトルを
原料とした再生糸を一部使用

ペットボトル再生糸一部使用商品
メンズ『セブンプレミアム ライフスタイル ボディクーラー

メッシュインナー』

◇販 売 価 格：890 円＋税
◇サイズ

：S・M・L・LL・3L・4L・5L 計 7 サイズ

※S・4L・5L は「オムニ 7」のみの取り扱いです
◇カラー

：ホワイト・ブラック・ネイビー
ベージュ・ライトグレー等、計 5 色

◇半袖 V 首シャツ、ノースリーブ、タンクトップ
計 3 アイテム
◇特長：①やわらか綿混素材
②優れた通気性

グループで回収したペットボトルを
原料とした再生糸を一部使用

③抗菌防臭

―

その他の商品ラインアップ（一部）—

レディス『セブンプレミアム ライフスタイル ボディクーラー
ひんやりサラサラ綿 100％インナー』
◇販 売 価 格：1090 円＋税

◇サイズ

：M・L・LL 計 3 サイズ

◇アイテム数：キャミソール、タンクトップ等 計 3 アイテム
◇特長：①綿 100％でやさしい着心地
②接触冷感性と高い通気性でクールな肌触り
③汗を吸ってすぐ乾く

レディス『セブンプレミアム ライフスタイル ボディクーラー ソックス』
◇販売価格：590 円＋税（2 足組）
◇サイズ ：21～23 ㎝・23～25 ㎝（アイテムにより扱いサイズが異なります）
◇特長：①気になるニオイを強力消臭
②涼感編地により通気性をアップしムレを軽減
③汗を吸ってすぐ乾く
※2 月末より順次店頭販売開始

メンズ『セブンプレミアム ライフスタイル ボディクーラー

ソックス』

◇販 売 価 格：990 円＋税 （2 足組・3 足組）
◇サイズ ：24～26 ㎝・26～28 ㎝（アイテムにより扱いサイズが異なります）
◇アイテム数：ビジネス向け レギュラー丈、ミドル丈 （※1 月末より順次店頭販売開始）
：カジュアル向け ショート丈、スニーカー丈、カバーソックス等
（※2 月末より順次店頭販売開始）
◇特長：①気になるニオイを強力消臭
②涼感編地により通気性をアップしムレを軽減
③やわらか口ゴムで快適な履き心地
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【ご参考】
■セブン&アイグループの環境宣言

株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、社会ニーズの変化や環境問題等、様々な社会
環境の変化に対応するため、セブン&アイグループの環境宣言『GREEN CHALLENGE 2050』
を定め、お客様やお取引先様をはじめ全てのステークホルダーの皆様と共に“豊かで持続可能な
社会”の実現に向け、国内で約 22,400 店舗（19 年 12 月末）を超える店舗ネットワークとサプラ
イチェーン全体で、さらなる環境負荷低減を推進し、豊かな地球環境を未来世代に繋いでいくた
め、グループ全従業員が一丸となって取り組んでおります。

■セブン&アイグループでのプラスチック対策の取り組み（一例）
【ペットボトルリサイクル】
例えば、イトーヨーカドー（一部店舗を除く）では、
特にペットボトルについては容器包装を使用後にお店に
お持ちいただくことで、ごみの発生量を削減し資源を
循環させています。
お客様には、本数に応じ nanaco ポイントを差し上げており、
ご好評をいただいております。
その他、セブン‐イレブン（一部店舗）
、ヨークベニマル・
ヨークマート（一部店舗を除く）でも、店頭にペットボトル
回収機を設置し、再利用する取り組みを進めております。
イトーヨーカドーに設置されている
ペットボトル回収機（イメージ）
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■ペットボトルをリサイクルしたセブンプレミアム商品の一例

※販売中

100％再生 PET 樹脂使用ボトル使用
『セブンプレミアム 一（はじめ）緑茶 一日一本』 500ml/118 円＋税
セブン&アイグループの店頭で回収したペットボトルを使用した、再生 PET
樹脂を 100％用いた、リサイクルペットボトルを使用。特定の流通グループの
店頭で回収したペットボトルを、100％使用したリサイクルペットボトルを原
材料として使い、ふたたび同一の流通グループにおいて商品として販売する取
り組みです。
販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、ヨークベニマル、
そごう・西武 全国約 21,400 店舗のセブン＆アイグループ各店
※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

再生 PET 樹脂一部使用商品
『セブンプレミアム ライフスタイル シャンプー詰め替え用』400ml/230 円＋税
『セブンプレミアム ライフスタイル コンディショナー詰め替え用』400ml/230 円＋税
『セブンプレミアム ライフスタイル ボディソープ詰め替え用』720ml/298 円＋税
詰め替え用商品各種のパッケージに再生 PET
樹脂を使用しております。
販売店舗：セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、
ヨークベニマル、そごう・西武
全国約 19,000 店舗のセブン＆アイ
グループ各店
※一部店舗では取り扱いがない場合
がございます。

■イトーヨーカドー店頭イベントのご案内
『SDGs クイズラリー』を開催
日時：2 月 22 日（土）のみ
店舗数：イトーヨーカドー110 店舗
内容：小学生以下のお子様を対象に
楽しみながら資源循環の
仕組みを知っていただくため、
クイズラリーを実施します
※詳細は、実施店舗の店頭ポスター
をご確認ください。

以
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上

