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コカ･コーラシステムは、厳選された日本の天然水を使用したナチュラルミネラルウォーターブランド、  「い･ろ･は･す 天然

水」のボトルを、2009年の「い・ろ・は・す」ブランド誕生以来、13年ぶりにリニューアルし、北海道コカ･コーラボトリング株式

会社（本社：札幌市清田区 取締役社長：佐々木 康行）より、2022年6月20日（月）に北海道で先行発

売します。 

 

2009年に発売開始した「い･ろ･は･す」は、「日本生まれの天然水を、おいしく飲み、しぼって（つぶして）、リサイ

クルする」という、おいしい水を飲むだけで簡単に楽しく参加できるエコアクションを提案してきました。「おいしい」と「環

境にいい」を両立したナチュラルミネラルウォーターブランドとして、容器のありかたを常に探求し続け、2020 年 3 月に

は、「い・ろ・は・す 天然水 100％リサイクルペットボトル」、同年4月に「い･ろ･は･す 天然水 ラベルレス」を発売し、

消費者のみなさまにご好評を頂いています。 

 

この度、「い・ろ・は・す 天然水」は、13 年ぶりとなるボトルリニューアルを実施、北海道で先行発売します。近年、

自然環境問題や SDGs の認知が一般的となり、人々が心地よく生活することへの意識がさらに高まったことを受け、

「い・ろ・は・す」らしい「おいしい」と「環境にいい」に、新たに「心地よさ」の要素を加えた新容器に刷新しました。

100％リサイクル PET ボトル使用はそのままに、ボトル本体には、リブ構造（溝）をなくしても容器に必要な強度を

確保できる『スパイラル（ひねり）構造』を採用。さらに、ラベルを下部に配置した“ラベルレスルック”デザインを取り入

れ、水の流れのような清らかな清涼感や、天然水の透明感をより強調するボトルとなっています。また、この容器構造

により、天然水がスムーズに口の中に流れこみ、飲んだ時によりおいしく、心地よく楽しめるようになりました。飲んだ後

も簡単に平たくたためるため、使用済み PETボトルをリサイクルに適した状態で資源回収※に出すことができます。 

 

「い・ろ・は・す」誕生以来、13 年ぶりに新容器登場！ 
飲んで心地よく、平たくたためる、快適な新しい水のカタチ 

「い･ろ･は･す 天然水」ボトルリニューアル 
6 月 20 日（月）から北海道先行発売 

 



■「い・ろ・は・す 天然水」新ボトルの製品特長 

 

① 清流のようなボトルから天然水がスムーズに流れこみ、すーっとおいしく「飲んで」心地よい 

日本の清流を想起させるような形状のスパイラル構造のボトル本体。側面のリブ構造（溝）をなくしたことで、 

容器のなだらかなショルダー（下記イラスト、〇囲み部分）に沿って天然水がスムーズに流れ出るため、より快適

な飲み心地  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 水の清らかさ、透明感あふれる“ラベルレスルック”デザインで、「見て」心地よい 

天然水の清涼感溢れるパッケージに、「い・ろ・は・す」のロゴをデボス加工。ラベルも下部に配置し、水の清らかさ、

透明感が強調される、洗練感のあるデザイン 

 

③ しっかりと平たく「たたんで」心地よい 

横方向からの圧力で簡単に平たくできるほか、たたんだ後の容積を現行容器と比較して約 2割小さくでき、資源

回収※1、洗浄などのリサイクル工程がより効率的に 

 
※1 PET ボトルの資源回収方法は、お住いの自治体によって異なります。 

 

④ 100％リサイクル PET ボトルで、「環境にも」心地よい 

石油から新規に製造されるプラスチックを使用した一般的なPETボトルと比べ、1本あたり約60％のCO2排出

量削減につながる、100％リサイクル PET ボトルを使用 

 

 

 

 

 

 



 

□ボトルの仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■製品概要 

・製品名 ： 「い･ろ･は･す 天然水」 

・品名  ： ナチュラルミネラルウォーター 

・原材料名 ： 水（鉱水） 

・栄養成分表示（100ml当たり）： 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 ナトリウム 

0kcal 0g 0g 0g 0.69mg（北海道札幌市清田区清田） 

 

・パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）： 

540ml PETボトル／105円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「い･ろ･は･す」くだものフレーバーウォーターシリーズも「い・ろ・は・す 天然水」と同様の新ボトルで、2022 年 

6 月 20 日（月）より北海道で先行発売します。素材にこだわり、国産のおいしい果物のエキスを使用した本物の

果実のようなおいしい味わいで幅広いお客様に支持されているフルーツフレーバーウォーター ブランドとして、今後も市

場の成長を牽引してまいります。 

 

「い･ろ･は･す 天然水」 

540ml PET 

デボス加工の 

「い・ろ・は・す」ロゴ 

ボトル下部に 

ラベルを配置した 

“ラベルレスルック” 

スパイラル構造のボトル 

・容器の強度を確保 

・なだらかなショルダー 

・平たくしっかりたためる 



 

 

製品特徴 

• 厳選された日本の天然水使用 

• 日本のおいしい果物エキス入り、さわやかなフルーツフレーバー 

• すっきりほどよい甘さでカロリー控えめ 

飲用シーン 

• 仕事・勉強の合間のリフレッシュに 

• 屋内屋外のレジャーシーン等 

• 家でリラックスしているとき 

 

 

■製品概要 

・製品名 ： い･ろ･は･す もも 

・品名 ： 清涼飲料水 

・原材料名 ： ナチュラルミネラルウォーター、糖類（砂糖（国内製造）、果糖）、塩化 Na、 

モモエキス／酸味料、香料、塩化 K、乳酸 Ca、酸化防止剤（ビタミン C 

・栄養成分表示（100ml当たり）： 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 

19kcal 0g 0g 4.8g 0.07g 

 

・パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）： 

540ml PETボトル／115円 

・販売地域：北海道 

 

 

・製品名 ： い･ろ･は･す みかん 

・品名 ： 清涼飲料水 

・原材料名 ： ナチュラルミネラルウォーター、糖類（砂糖（国内製造）、果糖）、塩化 Na、 

ヒュウガナツエキス、ウンシュウミカンエキス／酸味料、香料、塩化 K、 

乳酸 Ca、酸化防止剤（ビタミン C） 

・栄養成分表示（100ml当たり）： 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 

18kcal 0g 0g 4.6g 0.07g 



・パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）： 

540ml PETボトル／115円 

・販売地域：北海道 

 

 

・製品名 ： い･ろ･は･す なし 

・品名 ： 清涼飲料水 

・原材料名 ： ナチュラルミネラルウォーター、糖類（砂糖（国内製造）、果糖）、塩化 Na、 

ナシエキス／酸味料、香料、塩化 K、乳酸 Ca、酸化防止剤（ビタミン C）、 

ナイアシン 

・栄養成分表示（100ml当たり）： 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 ナイアシン 

19kcal 0g 0g 4.8g 0.07g 1.0 mg 

 

・パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）： 

540ml PETボトル／120円 

・販売地域：北海道 

 

 

・製品名 ： い･ろ･は･す ハスカップ 

・品名 ： 清涼飲料水 

・原材料名 ： ナチュラルミネラルウォーター、糖類（砂糖（国内製造）、果糖）、 

塩化 Na／酸味料、香料、塩化 K、乳酸 Ca、酸化防止剤（ビタミン C） 

・栄養成分表示（100ml当たり）： 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 

17kcal 0g 0g 4.3g 0.08g 

 

・パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）： 

540ml PETボトル／115円 

・販売地域：北海道 

 

 

・製品名 ： い･ろ･は･す シャインマスカット 

・品名 ： 清涼飲料水 

・原材料名 ： ナチュラルミネラルウォーター、糖類（砂糖（国内製造）、果糖）、食塩、 

ブドウエキス／香料、酸味料、酸化、防止剤（ビタミン C) 

 

 

・栄養成分表示（100ml当たり）： 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量 

18kcal 0g 0g 4.4g 0.04g 

 



・パッケージ／メーカー希望小売価格（消費税別）： 

540ml PETボトル／115円 

・販売地域：北海道 

 

＜すべての製品共通＞ 

・発売日 ： 2022年 6月 20日（月）  

・販売地域 ： 北海道 

・URL ： https://www.i-lohas.jp/ 

・Twitter ： https://twitter.com/ILOHAS 

 
 

北海道コカ･コーラボトリング株式会社では、北海道の水辺の環境保全を応援する「北海道 e-水（イーミズ）   

プロジェクト」に取り組んでいます。 

 

■「北海道 e-水（イーミズ）プロジェクト」 2022年度プロジェクト概要 

名 称： 北海道 e-水プロジェクト 

内 容： 北海道の豊かで美しい「水」を中心とした自然環境を守り次世代へと引き継いでいくことを目的とし、 

北海道、公益財団法人北海道環境財団、当社の三者協働で取り組むプロジェクトです。当社が  

販売する北海道の天然水「い･ろ･は･す天然水」※２の売上の一部を (公財)北海道  環境財団に

寄付し、道内各地域で水辺の環境保全活動に取り組む団体および流域ネットワークの活動を支援す

るもので、2022年度で13年目を迎え、これまでの支援団体数は本年度含むと延べ160団体となり

ます。また、2021年までの累計寄付金額は142,735,490円※３となり、同プロジェクトの活動やネッ

トワークは北海道全域に拡大しています。 
※２2008 年～2019 年 10 月までは「ジョージア サントスプレミアム」北海道限定デザイン、2019 年 11月～2022 年 6 月 19 日

までは「い・ろ・は・す 天然水 555mlPET」、2022年 6月 20 日以降は「い・ろ・は・す 天然水 540mlPET」が寄付の対象 
※３北海道ｅ-水プロジェクトの前身となる、北海道との「環境保護活動の推進に関する協定」に基づく寄付を含めた総額 

 

対象製品： い･ろ･は･す 天然水 540mlPET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、｢北の大地とともに｣をスローガンに、どさんこ企業として、北海道の魅力をさらに高める活動、地域課題解決

への協力、次世代を担う子どもたちに将来の地球の姿を考える場の提供、安全で安心な地域づくりを応援する取り組

みなど、事業活動を通して継続的に推進してまいります。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

北海道コカ・コーラボトリング株式会社 広報・サスティナビリティ推進部 

担当：髙橋 TEL 011-888-2091 

https://www.i-lohas.jp/
https://twitter.com/ILOHAS

