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News Release 
2022年 9月 15日 

アスクル株式会社

アスクル株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉岡晃）が運営する一般消費者向け（BtoC）インター

ネット通販サービス「LOHACO」（ロハコ、以下「LOHACO」）は、今年 10 月でサービス開始から 10 年を迎えることを

記念し、本日 9 月 15 日（木）12 時 00 分より 10 月 18 日（火）11 時 59 分まで、「LOHACO10 周年誕生祭」を

LOHACO by ASKUL（以下、「LOHACO本店」）と LOHACO PayPayモール店にて開催します。（※1）

 LOHACO は 2012 年 10月 15 日、家事や育児、仕事に多忙な女性の“くらしをかるくしたい”という想いで開始した

日用品ショッピングサイトで、独自価値商品の品揃えを強化するなど他とは一線を画した EC サイトとして展開。22 年

8 月には累計 930 万人を超えるお客様にご利用いただき、おかげさまで 10 年を迎えます。本イベントは、LOHACO

をご愛顧いただいているお客様へ感謝の気持ちを込めて実施するものです。今回限りの企画として、10年間のベスト

ヒットオリジナル商品や限定販売商品のプレゼント、PayPay ポイント 10％付与するキャンペーン、10％OFF セット・

キットなど、魅力的な企画を多数ご用意しました。

（※1）企画内容は、LOHACO本店と LOHACO PayPay モール店で異なります

＜「LOHACO 10 周年誕生祭」 開催概要＞ 

◆期間： 2022年 9月 15日（木）12 時 00 分～10 月 18日（火）11時 59 分

◆会場： LOHACO本店： https://lohaco.yahoo.co.jp/special/event/anniversary/

LOHACO PayPayモール店： https://shopping.geocities.jp/y-lohaco/event/anniversary/ 

この 10 年で買い物の EC 化が進む中、LOHACO は「くらしをラクに楽しく」をミッションに掲げ、毎日の暮らしに必

要な日用品をラクに購入できて、最短翌日に手元に届くことはもちろん、「サステナブル」や「暮らしのお悩み解決」等

LOHACO ならではの視点で企画開発したオリジナル商品のラインナップを強化してきました。昨今では、コロナ禍で

日用品 EC の利用率が高まるなか、家にいながら非接触で暮らしに不可欠な日用品や食品、飲料をはじめ、

LOHACOでしか買えないオリジナル商品まで購入できることから好評を得ています。 

LOHACO はこれからもエシカル e コマースを目指し、暮らしに寄り添った価値ある商品やサービスを進化させてい

くとともに、持続可能な社会の実現に向け、お客様と社会の課題を解決する商品の開発に取り組んでまいります。 

■LOHACO10周年ロゴに込めた想い

LOHACO は、2012年 10月 15日に誕生した日用品ショッピングサイトです。お客様やサプ

ライヤーなど多くの皆様にご支援いただき、おかげさまで 10 周年を迎えることができました。

LOHACO10 周年ロゴのデザインコンセプトは「一歩、またその先へ」とし、10 年間の一歩一歩

の歩みを多彩なカラーを積み重ねて表現しました。

■10年間の感謝の気持ちを込めて。おトクな 3大特別企画をご用意！

LOHACOをご利用いただいているすべてのお客様に10年間の感謝の気持ちを込めて、おトクな商品とキャンペー

ンをご用意しました。日頃から LOHACO をご利用いただいているお客様はもちろん、初めてご利用いただく方にもお

楽しみいただけます。

「LOHACO10周年誕生祭」、本日から開催 

～10年間の感謝の気持ちを込めて。おトクなアニバーサリー3大企画をご用意！～ 

https://lohaco.yahoo.co.jp/special/event/anniversary/
https://shopping.geocities.jp/y-lohaco/event/anniversary/
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【企画①】 

10年間のベストヒットオリジナル・限定販売商品 10点セットを 39名様にプレゼント！ 

サービス開始以降、お客様から多くの支持をいただいているオリジナル・限定販売商品について、10年間（※2）で各

カテゴリで人気 No.1（※3）の商品 10 点をセットにし、抽選で 39 名様にプレゼントします。10 周年誕生祭期間中、

LOHACO本店で 1回のご注文で税込 6,000円以上ご購入およびメールマガジンを購読（11月 1日時点）の両条件

を満たしているお客様が対象となります。どうぞお見逃しなく！

LOHACO の「10年間ベストヒットオリジナル・限定販売商品」については、3 ページ目以降「付録」をご参照ください。 

（※2） 2012年 10月度～2022年 7月度出荷実績 

（※3） ティッシュ・トイレットペーパー、ヘアボディ・オーラルケア、掃除用品など 10カテゴリでの売上数量 1位商品 

【企画②】 

LOHACO10周年記念！対象商品ご購入で PayPayポイントを 10%付与するキャンペーン実施！ 

期間中、LOHACO 本店および LOHACO PayPay モール店にて対象商品（※4）のご購入で PayPay ポイントを

10％付与するキャンペーン（※5）を実施します。この機会をお見逃しなくご利用ください。 

【期間】 

＜前半＞ 9 月 15日（木）12 時 00分～10月 6日（木）11時 59分 

＜後半＞ 10月 6日（木）12時 00分～10 月 18日（火）11時 59分 

※ LOHACO 本店、LOHACO PayPay モール店共通実施

（※4） 対象商品は、特設ページをご参照ください

（※5） 本キャンペーンによる特典については、キャンペーン終了から約 2 週間以内に付与予定です。付与には条件や注意点がありま

す。ポイント獲得条件詳細を必ずご確認ください。 

【企画③】 

10%OFFセット・キット商品をご用意！ 

LOHACO でセット・キット化し販売している商品の中から厳選し、商品定価の合計から 10%以上 OFF の商品をご

用意しました。 

※ LOHACO 本店、LOHACO PayPay モール店共通実施

■「LOHACO」とは https://lohaco.yahoo.co.jp/

「LOHACO」は 2012 年 10 月にサービス開始した日用品ショッピングサイト。2022年 5月期には売上高 543 億円を

達成、2022年8月には累計のお客様数が約930万人となるなど、多くのお客様にご支持いただいています。「LOHACO」

の由来は、Lots of Happy Communities。“くらしをかるくする”をコンセプトに、飲料・食品、洗剤・キッチン用品、医薬品、

コスメなどの日用品から、ペット用品、インテリア、「LOHACO でしか買えない」オリジナル商品まで、幅広いラインナップ

の商品をいつでもリーズナブルかつスピーディーにお届けします。2018年 5月には Yahoo!ショッピングに出店（2019年

10月に PayPayモール店に移行）し、2つの店舗で購入できます。2021年 6月には本店をリニューアルして「LOHACO 

by ASKUL」として生まれ変わりました。LOHACO PayPay モール店と同一のポイント倍率を適用するほか、LOHACO 

PayPayモール店での購入履歴も本店で閲覧可能とし、両店を併用した使い勝手を向上させました。 

アスクル株式会社が事業所向け通販で培った商品開発・調達力、高度な物流・配送ネットワーク、お客様対応力などを

活かすとともに、ヤフー株式会社の圧倒的な集客力と決済サービスを掛け合わせて、メーカーとの共創によるサステナブ

ルな日用品ECを目指しています。 

※本リリースに掲載の情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

【プレゼント商品】 

LOHACO10年間ベストヒットオリジナル・限

定販売商品： 

ティッシュ・トイレットペーパー、ヘアボディ・

オーラルケア、掃除用品などの10カテゴリで

人気 No.1の 10アイテムをプレゼント！

https://lohaco.yahoo.co.jp/
mailto:press@askul.co.jp
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News Release 
【付録】 

LOHACOの 10年間ベストヒットオリジナル・限定販売商品をカテゴリ別にご紹介！ 

◆部屋になじむニュアンスカラーのデザインのフィルム包装ティッシュ ◆ラベルレスで処分時の手間を軽減。スリムな箱だから隙間収納が可！

アスクル

ソフトパックティッシュ フィオナ

150 組（5 個入）320 円

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/j283659/

アスクル

LOHACO Water 2L ラベルレス

1 箱（5 本入）398 円

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/u254244/

【発売】 
2018 年 6 月 

【発売】 

2020 年 11 月 

紙箱を使わないフィルム包装だからゴミもコンパクト。 

シンプルで落ち着いたデザインのため、お部屋になじみます。

お客様の声をご紹介 
・エコで捨てやすく、かさばらないからすごく良い
・中身が少し透けて見えるので残量も分かり使いやすい
・デザインが可愛く、カバーなしで部屋に置いておいてもかわいい

ラベルレスのため、プラスチックごみの削減に繋がるだけでなく、処分時のラベル
を剥がす手間が解消されます。 
配送用段ボールの底面にピッタリ収まる外装箱で、一緒に購入した他の商品
と同梱し1箱でお届けし、受け取り時の負担を軽減します。 
採水地は群馬県嬬恋村、日本百名山である四阿山の麓。まろやかで飲みや
すいやさしい硬度19mg／Lの軟水。 

お客様の声をご紹介 
・箱がスリムなので、ちょっとした隙間に入れることができて良い
・災害用にローリングストックもでき、大変重宝している
・ラベルを剥がす手間がかからず助かる

◆サイズが一目でわかるのが嬉しい！北欧デザインの乾電池 ◆備蓄してあると便利。テレワーク時のランチにも！

アスクル

アルカリ乾電池 単 3 形

12 本（4 本入×3 パック） 320 円

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/aa76711/

いちかわライスビジネス 

山形のうまみしっかりごはん 

1 袋（3 食）296 円 

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/j975942/ 

【発売】 
2015 年 4 月 

【発売】 

2018 年 9 月 

国内有名メーカー製造のアルカリ乾電池。 
懐中電灯やラジオなどの小・中電流領域の機器におすすめ。 
一目で電池のサイズがわかる、シンプルな北欧デザイン。 

お客様の声をご紹介 
・乾電池の種類がすぐわかるので助かる
・日本メーカーの製造で安心。安くてデザインもシンプルで良い
・電池ストックの残量がサイズ別に一目で分かりお気に入り

独自に開発した容器を使用し、「おいしい水研究会」が定めた基準を満たした

美味しい軟水で炊き上げ、箸通りが良い、ふっくらとした美味しさのパックごは

ん。 

東北地方の米処「山形県」の米を 100％使用し、山形県の推奨米はえぬ

きを 60％以上配合。 

しっかりとした食感と旨みをお楽しみいただけます。 

お客様の声をご紹介 
・お米一粒一粒がしっかりしていてレトルトと思えないほど美味しい
・美味しくて、値段も安いしコスパ最強
・サイズがコンパクトで非常食用の保管に最適

ティッシュ・トイレットペーパー 水・ミネラルウォーター 

家電・PC・周辺機器 

家電・PC・周辺機器

食品・調味料・お取り寄せ 

家電・PC・周辺機器

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/j283659/
https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/u254244/
https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/aa76711/
https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/j975942/
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◆手切れが良く系梱包作業にピッタリ！適度な粘着力も◎ ◆やわらか肌触り＆長時間装着しても耳が痛くなりにくい！

アスクル 

現場のチカラ 布テープ 0.20mm 厚 

１巻（幅50mm×長さ 25m） 162 円 

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/9438109/ 

アスクル 

耳にやさしいやわらかいマスク レギュラー ホワイト 

1 セット（50 枚入×2 箱） 856 円 

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/3439726/ 

【発売】 
2013 年 11 月 

【発売】 

2016 年 8 月 

アスクルのオリジナル作業用品ブランド「現場のチカラ」の布テープ。
適度な粘着力と手切れの良さで、軽梱包用におすすめです。

お客様の声をご紹介 
・重ね張りも出来るし、手で簡単に切れるし、梱包作業がはかどる
・耐久性もあって、切れ味もよくとても使いやすい
・荷造りに張りやすくて良い。頑丈。

「マスクをずっとつけていると耳が痛くなる」というお客様の声をヒントに開発。 
約6mmのソフトな平ゴムで耳が痛くなりにくく、長時間の装着におすすめ。 
やわらかな肌触りの不織布を使用。 
立体プリーツで口元の空間が確保され呼吸しやすい設計です。 

お客様の声をご紹介 
・やわらかい生地で耳を締め付けないのでとてもいい
・安く購入できて、つけ心地が良い
・１日つけていても苦痛が少なく、呼吸もしやすい

◆水 99.9％＋保湿成分配合で赤ちゃんにやさしいおしりふき ◆洗面所やキッチンに置いて、気分が上がる可愛いデザイン！

LEC 

あかちゃんのふんわりおしりふき 水 99.9％ 

1 セット（80 枚入×10 個） 1,040 円 

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/p420818/ 

花王 

ビオレ u 泡ハンドソープ ポーセリンデザイン おはな 

マイルドシトラスの香り 本体 250ml 382 円 

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/4575384/ 

【発売】 
2013 年 7 月 

【発売】 

2017 年 2 月 

薬液料を極限まで抑えた、99.9%純水使用の赤ちゃんにやさしいおしり
ふき。 
パラベン・PG・アルコール・香料不使用。 
保湿成分のヒアルロン酸配合。 

お客様の声をご紹介 
・肌に優しい、かぶれないので良い
・今まで買ったおしりふきの中で一番使いやす
・パッケージが可愛いので、そのまま置いておいても良い

有田焼の窯元で絵付け・窯焼きした原画をボトルに転写しており、まるで陶
器のようなやさしさのデザイン。 
「ビオレ u」のロゴマークまで手仕事にこだわりました。手仕事ならではのぬくも
りが、毎日のくらしを彩ります。 

お客様の声をご紹介 
・ボトルのロゴが主張せず、陶器のような雰囲気で洗面所によく馴染む
・見ているだけで嬉しくなり、毎日の手洗いにやる気が出ます
・あたたかいタッチで陶器のボトルみたい。毎日使うたびにほっこりしています

文房具・オフィス・手芸 医薬品・ヘルスケア・介護 

ベビーキッズ・マタニティ 

家電・PC・周辺機器
ヘアボディ・オーラルケア 

家電・PC・周辺機器

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/9438109/
https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/3439726/
https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/p420818/
https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/4575384/
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◆ゴミ箱やゴミ袋として使用しても◎2L ボトルが 3 本入るサイズ ◆薄型なのに安心の吸収力！可愛いデザインだから出しっぱなしでOK

アスクル 

レジ袋（乳白） 45 号 

1 袋（100 枚入） 495 円 

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/9497487/ 

アスクル 

ペットシーツ レギュラー 薄型 

1 袋（160 枚 ） 988 円 

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/x331459/ 

【発売】 
2014 年 2 月 

【発売】 

2020 年 3 月 

吊しひも用の穴が開いている乳白色タイプのレジ袋。 
2L ペットボトルが 3 本入るサイズの 45 号。 
（幅 300mm×マチ 140mm×縦 530mm） 

お客様の声をご紹介 
・ゴミ袋のほか、野菜などの保存に使ったりと便利
買い物やゴミ箱にもサイズがちょうどよく使いやすい
コスパ良く、重さがある物を入れても不安なく使える

こまめに取り換えても薄型のため経済的なペットシーツ。 
ワンちゃんのオシッコをさっと広げてすばやく吸収。 
圧縮コンパクト包装なので、持ち運びや保管にも便利。 
出しっぱなしでもお部屋のインテリアを邪魔しないデザイン。 

お客様の声をご紹介 
・作りもしっかりとしていて、薄型とは思えないほど吸収力がある
・在宅時は気兼ねなく毎回交換できる価格で助かる
・パッケージデザインがおしゃれで、部屋に袋ごと置いておいても気にならない

◆少量の洗剤で泡立ちバツグン！落ち着いたカラーがシンクになじむ ◆素材本来の味を楽しめる！食塩・油不使用の素焼きミックスナッツ

あらた 

スポンジ 泡立ちコンパクト キズをつけにくい ソフトタイプ

1 パック（2 個入） 278 円

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/x317025/

スイートボックス 

4 種の素焼きミックスナッツ 

400g 1,385 円 

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/x106430/ 

【発売】 
2020 年 2 月 

【発売】 

2019 年 2 月 

少量の洗剤で泡立ち、機能性に優れた 3 層構造の抗菌スポンジ。 
握りやすいリーフ型で、スポンジ部分を波型にカットしてあるため、洗いや
すさバツグン。 
研磨粒子のない不織布なので、食器やフライパンなどにキズをつけにくく、
しっかり洗えます。 

お客様の声をご紹介 
・使い心地が最高で、泡の持ちも良く汚れが良く落ちる
・ヘタレにくいのでコスパも良い
・スポンジの色がグレーなので違和感なくキッチンに合う

アーモンド、くるみ、カシューナッツ、マカダミアナッツの 4 種をミックス。
約 25％ずつ配合しているため、それぞれのナッツを存分にお楽しみ頂け
ます。
素材本来の美味しさを楽しんでいただけるよう、ロースト時塩・油は不使
用。おやつのほか、お料理にも！

お客様の声をご紹介 
・ミックスナッツが大好きで色々試していますが、これが一番美味しい
・それぞれのナッツの味がしっかりしていて美味しい
・４種のナッツがちゃんと平等に入っていて嬉しい

※すべて税込価格です

工作用紙・袋・ラッピング 

掃除用具 

家電・PC・

周辺機器

スナック・お菓子 

家電・PC・周辺

機器

ペット用品 

https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/9497487/
https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/x331459/
https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/x317025/
https://lohaco.yahoo.co.jp/store/h-lohaco/item/x106430/

