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２ ０ ２ ０ 年 ４ 月 ２ ２ 日 

イ オ ン 株 式 会 社 

イ オ ン 九 州 株 式 会 社 

イオンストア九州株式会社 

イオントップバリュ株式会社 

イオンの機能性インナー「トップバリュ ピースフィット」本格展開
「極さら 綿１００％」は吸汗速乾性があり、肌離れがよい“さらっ”とした着心地を実現

イオンは４月２３日（木）より順次、九州の「イオン」「イオンスタイル」※１６２店舗にて、イオンの機

能性インナー「トップバリュ ＰＥＡＣＥ ＦＩＴ（以下、ピースフィット）」から「極さら 綿１００％」「極

さら」「Ｓｉｌｋｙ
シ ル キ ー

 ＦＡＣＴ
フ ァ ク ト

」最大１７９種類※２を本格展開します。 

イオンは２０１４年より「幸せを感じるほどの心地よさ」をコンセプトに機能性インナー

「トップバリュ ピースフィット」を東洋紡ＳＴＣ株式会社と共同で企画・開発しています。 

本年は特に「天然素材志向」に対応し「極さら 綿１００％」を進化させています。「極さら 綿１００％」

は、綿１００％でありながら「吸汗速乾性」「通気性」「肌離れ性」「部屋干し対応」といった複数の

“夏の快適機能”を実現した、イオンならではの機能性インナーです。強撚糸を使用し、肌への接触が少なく

さらっとした着心地を追求しています。 

レディスはこれまでのブレンド綿から繊維長の長いスーピマ綿に変更し、ザラつきを抑えた肌触りを実現   

しています。また、人気の「汗取りパッド付」商品のラインナップを追加しています。 

メンズは生地の設計を見直すことで、洗濯による伸び縮みが軽減されています。※３ 

これからもイオンは、お客さまの心地よく快適な生活をサポートする機能性インナーの企画・開発を

続けてまいります。 

【トップバリュ ピースフィット（春夏）全体販売概要】 

本格展開日：２０２０年４月２３日（木）より順次 

展 開 店 舗：九州の「イオン」「イオンスタイル」※１ ６２店舗 

アイテム数：最大１７９種類※２（レディス１０３種類※２、メンズ７６種類※２）うち新商品２４種類※２

価 格：６８０円＋税※４、８８０円＋税※４、１,２８０円＋税※４

※詳しくは「トップバリュ ピースフィット」特別サイト（https://www.topvalu.net/peace_fit）をご覧ください。 

※１：一部取扱いのない店舗がございます。 

※２：アイテム数の種類は、「型数」×「型数ごとの色柄数」のことを指します。 

※３：２０１９年発売「トップバリュ ピースフィット 極さら 綿１００％」と比較しています。 

※４：標準税率（１０％）対象商品です。税込み価格は小数点以下が切り捨てになり、単品で購入した価格となります。 
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【商品特長】 

 トップバリュ ピースフィット 極さら 綿１００％ 

綿１００％でありながら「吸汗速乾」「通気性」「肌離れ性」「部屋

干し対応」「強力抗菌」などといった、複数の“夏の快適機能”を実現

した、イオンならではの機能性インナーです。 

レディスはブレンド綿から繊維長が長く、しなやかな風合いの    

スーピマ綿糸に変更しザラつきを抑え、さらに綿糸を強く撚ることで  

肌への接触が少なく、肌離れの良いさらっとした着心地を実現して   

います。メンズは生地の設計を見直すことで、洗濯による伸び縮みが   

軽減されています。※３ 

アイテム数：レディス１５種類※２、メンズ１３種類※２

価 格：８８０円＋税※４

＜商品一例＞ 

【ＮＥＷ】レディス 

極さら 綿１００％ 汗取りパッド付タンクトップ

 色 ：スキンベージュ 

オフホワイト 

ブラック 

サイズ：Ｓ～３Ｌ 

価 格：８８０円＋税※４

【ＮＥＷ】レディス 

極さら 綿１００％ 特大汗取りパッド付３分袖 

 色 ：ライトグレー 

スキンベージュ 

ブラック 

サイズ：Ｓ～３Ｌ 

価 格：８８０円＋税※４

 トップバリュ ピースフィット 極さら 

肌側と表側で異なる特殊な編み組織が特長で「吸汗速乾」「肌離れ性」

にすぐれ、汗によるベタつきを軽減し、さらさらな着心地を実現して   

います。 

レディスはお客さまの声にお応えし「汗取りパッド付き」の商品を  

７種類展開しています。 

アイテム数：レディス５９種類※２、メンズ３５種類※２

価 格：６８０円＋税※４、１,２８０円＋税※４ 

＜商品一例＞ 

【ＮＥＷ】レディス 

極さら 汗取りパッド付きタンクトップ 

 色 ：オフホワイト 

ブラック 

サイズ：Ｓ～３Ｌ 

価 格：６８０円＋税※４

【ＮＥＷ】レディス 

極さら 汗取りパッド付カップ付きタンクトップ

 色 ：スキンベージュ 

オフホワイト 

ブラック 

サイズ：Ｓ～３Ｌ 

価 格：１,２８０円＋税※４ 

【「極さら 綿１００％」「極さら」開発者の声（レディス）】 

白シャツを着ても透けにくい「スキンベージュ」、カラー展開へのこだわり 

「極さら 綿１００％」「極さら」シリーズの「スキンベージュ」は、肌の色のデータを分析する     

ことで、白いシャツの下に着ても下着の色が透けにくい色味を実現しました。また、インナーから     

おしゃれをお楽しみいただけるよう、デザインやカラーにも流行や季節感を取り入れて商品の企画・   

開発をしています。 

※２：アイテム数の種類は、「型数」×「型数ごとの色柄数」のことを指します。 

※３：２０１９年「トップバリュ ピースフィット 極さら 綿１００％」と比較しています。 

※４：標準税率（１０％）対象商品です。税込み価格は小数点以下が切り捨てになり、単品で購入した価格となります。

※５：「抗菌防臭（男臭）」はメンズのみの機能です。 

※５ 
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【商品一覧】 
≪レディス≫ 計１０３種類 
１.極さら 綿１００％ 
※商品名はすべて「トップバリュ ピースフィット 極さら 綿１００％ （商品名）」です。 

商品名 色柄※６ サイズ 本体価格＋税※４

キャミソール ■＊１■＊２■＊３■＊４

Ｓ～３Ｌ ８８０円＋税

タンクトップ ■＊２■＊３■＊５■＊６

【ＮＥＷ】 
汗取りパッド付タンクトップ 

■＊１■＊２■＊３

【ＮＥＷ】 
特大汗取りパッド付３分袖 

■＊１■＊２■＊３■＊６

２.極さら 
※商品名はすべて「トップバリュ ピースフィット 極さら（商品名）」です。 

商品名 色柄※６※７ サイズ 本体価格＋税※４

キャミソール ■＊１■＊２■＊３■＊７■＊８ 

Ｓ～３Ｌ 

６８０円＋税

胸元レースキャミソール ■＊２■＊３■＊８■＊９■＊10

タンクトップ ■＊１■＊２■＊３■＊４■＊５■＊９

胸元レースタンクトップ ■＊２■＊３■＊５■＊９■＊10■＊11

２ＷＡＹタンクトップ ■＊２■＊３■＊８■＊12

Ｍ～ＬＬ 
バックレースタンクトップ※８ ■＊２■＊３■＊９■＊13

【ＮＥＷ】 
汗取りパッド付タンクトップ 

■＊２■＊３

Ｓ～３Ｌ 

３分袖 ■＊１■＊２■＊３■＊５■＊７ 

【ＮＥＷ】 
前後深Ｖネック３分袖 

■＊１■＊２■＊３ 

【ＮＥＷ】 
汗取りパッド付３分袖 

■＊２■＊３

７分袖 ■＊１■＊２■＊３

ひざ上丈ボトム ■＊１■＊３

Ｍ～３Ｌ 
ひざ下丈ボトム ■＊１■＊３

カップ付キャミソール ■＊１■＊２■＊３

Ｓ～３Ｌ １,２８０円＋税

カップ付タンクトップ ■＊２■＊３■＊７■＊11

【ＮＥＷ】 
汗取りパッド付 
カップ付タンクトップ 

■＊１■＊２■＊３

３.Ｓｉｌｋｙ ＦＡＣＴ 
※商品名はすべて「トップバリュ ピースフィット Ｓｉｌｋｙ ＦＡＣＴ（商品名）」です。 

商品名 色柄※６※７ サイズ 本体価格＋税※４

キャミソール ■＊２■＊３■＊９■＊14■＊15

Ｓ～３Ｌ 

６８０円＋税

タンクトップ ■＊２■＊３■＊５■＊12■＊14■＊15

半袖 ■＊２■＊３■＊15■＊16

【ＮＥＷ】 
８分袖 

■＊２■＊３■＊15

【ＮＥＷ】 
モールドカップ付キャミソール

■＊２■＊３■＊９■＊15

１,２８０円＋税モールドカップ付 
Ｖネックキャミソール 

■＊３■＊15■＊17

モールドカップ付タンクトップ ■＊２■＊３■＊13■＊15

※４：標準税率（１０％）対象商品です。税込み価格は小数点以下が切り捨てになり、単品で購入した価格となります。

※６：色味は全てイメージです。 

＊１：■スキンベージュ ＊２：■オフホワイト  ＊３：■ブラック     ＊４：■イエロー  

＊５：■ライトパープル ＊６：■ライトグレー  ＊７：■ライトグリーン  ＊８：■サンドグレー  

＊９：■ネイビー    ＊10：■グレー     ＊11：■ペールオレンジ  ＊12：■コーラルブルー  

＊13：■カーキ     ＊14：■グリーン    ＊15：■グレージュ    ＊16：■ブルーグレー  

＊17：■ラベンダー 

※７：一部６月以降の展開になる色柄がございます。展開予定が変更となる場合がございます。 

※８：「トップバリュ 極さら バックレースタンクトップ」は５月中旬以降の発売予定です。 
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≪メンズ≫ 計７６種類 
１．極さら 綿１００％ 
※商品名はすべて「トップバリュ ピースフィット 極さら 綿１００％ （商品名）」です。 

商品名 色柄※９ サイズ 本体価格＋税※４

Ｖネック半袖 ■＊３■＊６■＊18 ＊19

Ｓ～４Ｌ ８８０円＋税

クルーネック半袖 ■＊３■＊６ ＊19

Ｖネックスリーブレス ■＊３ ＊19

タンクトップ ■＊３ ＊19

ロングパンツ（無地） ■＊３ ＊19

２．極さら 
※商品名はすべて「トップバリュ ピースフィット 極さら（商品名）」です。 

商品名 色柄※９ サイズ 本体価格＋税※４

Ｖネック半袖 ■＊３■＊６■＊18 ＊19■＊20

Ｓ～５Ｌ※10

６８０円＋税

クルーネック半袖 ■＊３■＊６ ＊19

Ｖネックスリーブレス ■＊３■＊６ ＊19■＊20

タンクトップ ■＊３ ＊19

トランクス（無地） ■＊３■＊９■＊21

Ｓ～４Ｌ 
トランクス（ボーダー） ■＊３■＊９■＊10

ボクサーブリーフ（無地） ■＊３■＊９■＊21

ボクサーブリーフ（ボーダー） ■＊３■＊９■＊22

ロングボクサー（無地） ■＊３■＊９■＊21

ロングパンツ（無地） ■＊３ ＊19 Ｓ～５Ｌ※10

ロングパンツ（ボーダー） ■＊３■＊６■＊９■＊22 Ｓ～４Ｌ 

３．Ｓｉｌｋｙ
シ ル キ ー

 ＦＡＣＴ
フ ァ ク ト

※商品名はすべて「トップバリュ ピースフィット Ｓｉｌｋｙ ＦＡＣＴ（商品名）」です。 
商品名 色柄※９ サイズ 本体価格＋税※４

Ｖネック半袖 ■＊３■＊６ ＊19■＊20

Ｓ～４Ｌ ６８０円＋税

クルーネック半袖 ■＊３■＊６■＊18 ＊19

ボクサーブリーフ（無地） ■＊３■＊６■＊９■＊21■＊24

プリントボクサーブリーフ※１１ ■＊３（２柄）■＊９（２柄）■＊14

＊19■＊21■＊23（２柄）■＊24

ロングボクサー（無地） ■＊３■＊９

プリントロングボクサー※１２ ■＊３■＊14■＊23

※４：標準税率（１０％）対象商品です。税込み価格は小数点以下が切り捨てになり、単品で購入した価格となります。

※９：色味は全てイメージです。 

＊３：■ブラック      ＊６：■ライトグレー  ＊９：■ネイビー  ＊10：■グレー 

＊14：■グリーン      ＊18：■ライトブルー  ＊19： ホワイト  ＊20：■ベージュ 

＊21：■チャコールグレー  ＊22：■サックス    ＊23：■ブルー   ＊24：■レッド 

※10：５Ｌはホワイトのみの展開です。 

※11：「トップバリュ ピースフィット Ｓｉｌｋｙ ＦＡＣＴ プリントボクサーブリーフ」の柄には、変形ドット柄、     

ランダムストライプ柄、ジオメトリック柄がございます。 

詳しくは「トップバリュ ピースフィット」特別サイト（https://www.topvalu.net/peace_fit）をご覧ください。 

※12：「トップバリュ ピースフィット Ｓｉｌｋｙ ＦＡＣＴ プリントロングボクサー」は、ジオメトリック柄です。 


