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イオンの機能性インナー「トップバリュ ピースフィット」に 

お肌にやさしい“｢着る｣スキンケア”のインナーが登場！ 
１０月１日（木）より「イオン」等４５０店舗で全国展開 

 

 

 イオンリテール株式会社は、衣替えの節目である１０月１日（木）より、ピースフィット独自の“瞬

間温感”機能を備えた肌にやさしいレディスインナー「トップバリュ ピースフィット スキンケア」を

新たにご提案します。女性の冬の悩み“寒さ”“乾燥”“ムレ・汗”に対応した新素材「ｐＨｃａｒｅ
ペ ー ハ ケ ア

Ｔ

Ｍ」（東洋紡ＳＴＣ㈱）を使用し、生地表面のｐＨをコントロールします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ｐＨコントロール機能でお肌にやさしい生地表面へ 

冬のお肌は、乾燥や汗などの外部刺激により、非常に

不安定な状態にさらされています。また、本来健康なお

肌は、弱酸性状態と言われています。新素材「ｐＨｃａ

ｒｅＴＭ」は、乾燥や汗で変化した生地表面のｐＨを、約

５分程度で安定したｐＨ領域（弱酸性～中性）にコント

ロールします。 
※ｐＨとは、酸・アルカリの程度を表す数値です。 

※各検体洗濯前、１０回の検査データに基づいたグラフです。 

※ｐＨｃａｒｅＴＭのｐＨ調整領域は洗濯前、１０回の検査データに基づき

ます。 

 

②気になる汗のにおいを消臭 

「室内外の温度差が大きくて、汗のにおいが気になる」というお客さまの声から、汗のにおいを軽減

する消臭機能を付加しています。また、吸放湿性にもすぐれているので、汗のムレ感を軽減します。 

 

③肌に触れた瞬間からあたたかさ持続 

「着替え時のひんやり感が苦手」というお客さまの声にお応えした“瞬間温感”機能がついています。 

 

【「トップバリュ ピースフィット スキンケア」販売概要】 

１．展 開 日：１０月１日（木）より全国展開 

２．展開店舗：全国の「イオン」等４５０店舗 

３．アイテム：①タンクトップ （４色、Ｍ～３Ｌ）１,５８０円（税込１,７０６円） 

       ②８分袖    （４色、Ｍ～３Ｌ）１,５８０円（税込１,７０６円） 

       ③１０分丈ボトム（２色、Ｍ～３Ｌ）１,５８０円（税込１,７０６円） 

 



ご参考 イオンの機能性インナー「トップバリュ ピースフィット」について 

 

デビュー２年目、さらにあたたかく、さらにスタイリッシュに進化 

「トップバリュ ピースフィット」インナー最大７３０アイテムを品揃え！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■“ピースフィット”とは 

“幸せを感じるほどの心地よさ。”をコンセプトにしたイオンの機能性インナーです。２０１４年春

夏向けの機能性インナーとしてデビューし、今年で２年目を迎えます。「ムレ解消」や「あたたかさ」

など季節ごとの不快感を解消する機能性を高めるとともに、肌触りなどの着用感からくる快適さにも

こだわっています。 

 

■“瞬間温感”とは 

袖を通した時からあたたかさを体感できる「ピースフィット」は、独自の機能性繊維「サーモエア○Ｒ」

により“瞬間温感”を実現しています。 

 

□「サーモエア○Ｒ」とは 

「サーモエア○Ｒ」は、太さの異なる２種類の繊維を撚り合わせ

た東洋紡ＳＴＣ㈱の異繊度混繊糸アクリルです。 

 

①接触温感 

太さの異なる２種類のアクリル繊維を撚り合わせ、生地の

表面が凹凸になることで、肌への接触面が減り、袖を通し

た瞬間からあたたかく感じます。 

②保温性 

太さの異なる２種類のアクリル繊維を撚り合わせることで

生まれる空隙に空気がとどまり、あたたかさが長続きしま

す。 

 

 

【「トップバリュ ピースフィット」販売概要】 

１．展 開 日：順次展開中。全店本格展開は１０月中旬以降を予定しています。 

２．展開店舗：全国の「イオン」「ダイエー」等１,２００店舗 

３．展開品目：最大７３０品目 

       ※“瞬間温感”機能がない商品もあります。 

※店舗によって取扱いのない商品もあります。 

※詳しくは、ホーム―ページ（https://www.topvalu.net/peace_fit/）をご覧ください。 

  



【「トップバリュ ピースフィット」商品概要】 
 
■レディスインナー 
 
□女性の冬の悩みを考えた“「着る」スキンケア”、“しっかり防寒すっきりシルエット“ 

今年新たに登場するのは、生地表面のｐＨをコントロールする素材を使うことで肌にやさしい「トッ

プバリュ ピースフィット スキンケア」のほか、しっかりと防寒したい方向けの「トップバリュ ピー

スフィット ８分袖（背中二重）」などがあります。背中二重は、重ね着のあたたかさを保ちながらも１

枚で着ぶくれしないシルエットのインナーです。 
 
□ファッションを引き立てるインナーは、“えり”にこだわり、“デザイン”にこだわる 

昨年１番人気の「トップバリュ ピースフィット ８分袖」

のラインナップでは、アウターに合わせて選べる“えり狭

め”“えりふつう”“えり広め”の３パターンが売切れの商

品が出るほどご好評をいただきました。今年はカラーを２

色から６色に増やして展開します。 

また、テキスタイルデザイナーチーム「マリッカ・バラ

デ」とのコラボレーションは昨年に引き続き実施し、ネコ

やチェリーなど女性に人気のモチーフを中心に新デザイン

で４柄を取り揃えました。 

 

＜「トップバリュ ピースフィット」“瞬間温感”シリーズ商品一覧＞ 

 商品名 色柄 サイズ 価格 

New トップバリュ ピースフィット スキンケア タンクトップ ４ Ｍ～３Ｌ １,５８０円 （１,７０６円） 

New トップバリュ ピースフィット スキンケア ８分袖 ４ Ｍ～３Ｌ １,５８０円 （１,７０６円） 

New トップバリュ ピースフィット スキンケア １０分丈ボトム ２ Ｍ～３Ｌ １,５８０円 （１,７０６円） 

New トップバリュ ピースフィット 厚地 ８分袖 ５ Ｍ～３Ｌ １,５８０円 （１,７０６円） 

New トップバリュ ピースフィット 厚地 タートルネック長袖 ４ Ｍ～３Ｌ １,５８０円 （１,７０６円） 

New トップバリュ ピースフィット 厚地 １０分丈ボトム １ Ｍ～３Ｌ １,５８０円 （１,７０６円） 

 トップバリュ ピースフィット キャミソール ５ Ｓ～３Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

 トップバリュ ピースフィット タンクトップ ５ Ｓ～３Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

 トップバリュ ピースフィット ３分袖 ５ Ｓ～３Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

 トップバリュ ピースフィット ８分袖 ８ Ｓ～３Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

 トップバリュ ピースフィット ８分袖（えり狭め） ６ Ｓ～３Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

 トップバリュ ピースフィット ８分袖（えり広め） ６ Ｓ～３Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

New トップバリュ ピースフィット ８分袖（背中二重） ３ Ｍ～ＬＬ １,２８０円 （１,３８２円） 

New トップバリュ ピースフィット ８分袖（Ｖネックレース） ８ Ｍ～ＬＬ １,２８０円 （１,３８２円） 

New トップバリュ ピースフィット ８分袖（胸元レース） ３ Ｍ～ＬＬ １,２８０円 （１,３８２円） 

 トップバリュ ピースフィット クルーネック長袖 ９ Ｓ～３Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

 トップバリュ ピースフィット タートルネック長袖 １１ Ｓ～３Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

New トップバリュ ピースフィット モールドカップ付タンクトップ  ４ Ｓ～３Ｌ １,５８０円 （１,７０６円） 

New トップバリュ ピースフィット モールドカップ付８分袖 ４ Ｓ～３Ｌ １,５８０円 （１,７０６円） 

New トップバリュ ピースフィット １分丈ボトム ２ Ｍ～３Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

 トップバリュ ピースフィット ５分丈ボトム ２ Ｍ～３Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

 トップバリュ ピースフィット １０分丈ボトム ９ Ｍ～３Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

 トップバリュ ピースフィット ２ＷＡＹ腹巻き ９ Ｍ、Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

 トップバリュ ピースフィット 腹巻き付１分丈ショーツ ９ Ｍ、Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

＜マリッカ・バラデ４柄＞ 



■メンズインナー 

 

□スリムフィットのビジネスシャツにひびかない“すっきりシルエット設計” 

 すっきりとしたシルエットでシャツを着こなすトレンドのなかで、昨年はインナーのもたつきをなく

す「トップバリュ ピースフィット スリムフィットタイプ」に、多くのご支持をいただきました。「ス

リムフィットタイプ」は、ウエストや裾、アームホールの幅を小さくし、肩や背中のラインに合わせた

立体設計でボディラインに沿うシルエットです。今年は、さらに袖も立体設計にすることで、よりフィ

ット感を増しています。 

 

□男性のおしゃれは首元から。こだわりたい３パターンの“ネックデザイン” 

 定番のクルーネック、Ｖネックにくわえ、今年は新たに“ラウンドネック”を展開します。ラウンド

ネックは、シャツの第１ボタンを外したときやクルーネックセーターの衿から見えにくく、アウターを

選ばずに着こなせます。 

 

＜「トップバリュ ピースフィット」“瞬間温感”シリーズ商品一覧＞ 

※サイズによって取り揃えていないカラーもあります。 

 

□メンズインナー限定“Ｗａｒｍ”シリーズ 

 外でアクティブに活動するシーンに合わせて開発した「トップバリュ ピースフィット Ｗａｒｍ＆Ｄ

ｒｙ」は、裏起毛による“保温性”に汗をかいてもすぐに乾く“速乾性”と動きやすい“ストレッチ性”

を兼ね備えています。また、コットンならではの風合いを活かした「トップバリュ ピースフィット Ｗ

ａｒｍ＋Ｃｏｔｔｏｎ ｍｉｘ」は、特殊紡績により実現したふくらみが保温性を高めています。また、

ファッションアイテムとしてもバリエーション豊富です。ボクサーパンツでは１８種類を揃えています。 
※“Ｗａｒｍ”シリーズには“瞬間温感”機能はついていません。 

 

 商品名 色柄 サイズ 価格 

 トップバリュ ピースフィット クルーネック半袖（レギュラータイプ）  ４ Ｓ～５Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

New トップバリュ ピースフィット クルーネック半袖（スリムフィットタイプ）  ３ Ｓ～３Ｌ ９８０円 （１，０５８円） 

 トップバリュ ピースフィット クルーネック９分袖（レギュラータイプ）  ４ Ｓ～５Ｌ １,２８０円 （１,３８２円） 

New トップバリュ ピースフィット クルーネック９分袖（スリムフィットタイプ）  ３ Ｓ～３Ｌ １,２８０円 （１，３８２円） 

New トップバリュ ピースフィット ラウンドネック半袖（スリムフィットタイプ）  ３ Ｓ～３Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

New トップバリュ ピースフィット ラウンドネック９分袖（スリムフィットタイプ） ３ Ｓ～３Ｌ １,２８０円 （１,３８２円） 

 トップバリュ ピースフィット Ｖネック半袖（レギュラータイプ） ４ Ｓ～５Ｌ ９８０円 （１,０５８円） 

 トップバリュ ピースフィット Ｖネック半袖（スリムフィットタイプ）  ４ Ｓ～３Ｌ ９８０円 （１，０５８円） 

 トップバリュ ピースフィット Ｖネック９分袖（レギュラータイプ） ４ Ｓ～５Ｌ １,２８０円 （１,３８２円） 

 トップバリュ ピースフィット Ｖネック９分袖（スリムフィットタイプ）  ４ Ｓ～３Ｌ １，２８０円 （１，３８２円） 

 トップバリュ ピースフィット ハイネック長袖 ３ Ｓ～４Ｌ １,２８０円 （１,３８２円） 

 トップバリュ ピースフィット タートルネック長袖 ３ Ｓ～４Ｌ １,２８０円 （１,３８２円） 

 トップバリュ ピースフィット レギンス７分丈 ４ Ｓ～５Ｌ １,２８０円 （１,３８２円） 

 トップバリュ ピースフィット レギンス１０分丈 ４ Ｓ～５Ｌ １,２８０円 （１,３８２円） 


