


発刊にあたって

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会は、会員及び関係者の皆様のご協力

を頂き、２００８年に『３Ｒ事例集』第1版を発刊してから、今年で第３版目を発刊します。

特定事業者の日頃の容器包装の３Ｒに対する強い熱意と努力により、着実にその

成果は実を結んでおります。

今年は２０１０年度を目標年としました自主行動計画の最終年を迎えております。

この努力と成果は、次期計画目標のステップアップと、３Ｒに対する意識の向上につな

がるものと確信しております。

消費者の皆様をはじめ関係各位の方々にこの成果を広くご案内するとともにご理

解いただければと強く思う次第です。

末筆ながら３Ｒ事例をご提供して下さった企業・団体の皆様に感謝申し上げます。

２０１０年１１月

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会

自主行動計画推進委員会





事例提供企業・団体

(五十音順)

【企業】

味の素株式会社

味の素ゼネラルフーヅ株式会社

株式会社エフピコ

花王株式会社

カルビー株式会社

牛乳石鹸共進社株式会社

キユーピー株式会社

サンスター株式会社

株式会社資生堂 

株式会社ダイショー

ダイドードリンコ株式会社

中央化学株式会社

凸版印刷株式会社

株式会社ニチレイフーズ

日清オイリオグループ株式会社

ネスレ日本株式会社

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社

株式会社村田製作所

明治製菓株式会社

明治乳業株式会社

森永製菓株式会社

株式会社ヤクルト本社

山崎製パン株式会社

ユニリーバ・ジャパン株式会社

ライオン株式会社

リスパック株式会社

株式会社ロッテ

【団体】

社団法人全国清涼飲料工業会

全日本菓子協会

日本アイスクリーム協会

社団法人日本植物油協会

日本石鹸洗剤工業会
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【事例説明】 【効果】
内袋の薄肉化を実施した。 プラスチックを約0.1㌧/年削減

商品名 クノール®カップスープｃｏｌｄ 事例項目 薄肉化

会社名 味の素株式会社

会社名 味の素株式会社

【事例説明】 【効果】

紙箱と個袋を廃止し、簡易包装にした。
1袋に約10食入りにした。

従来の10袋入り箱と比較して、プラスチックを約2.5
㌧t/年削減

商品名 クノール®　エコパウチ 事例項目 省略化
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【事例説明】 【効果】
内袋を約10マイクロメートル薄肉化した。 プラスチックを約8㌧/年削減

　

商品名 
CookDo®白菜のクリーム煮用、
黒酢酢豚用、鶏肉とカシューナッツ炒め用

事例項目 薄肉化

会社名 味の素株式会社

会社名 味の素株式会社

【事例説明】 【効果】

①内袋の寸法を縮小した。
185×130→175×130
　　　　　　　　*単位：mm
②別添パウチを廃止した。

プラスチックを約1.0㌧/年削減

商品名 Pasta Do®　茄子とトマト用、カルボナーラ用、アラビアータ用 事例項目 省略化
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【事例説明】 【効果】
製品の強度を上げるため、蓋側面に　リブを施すこ
とで従来製品よりシートの薄肉化を実現した。

同サイズの製品重量比較
旧製品：SA－２０　　　16.10ｇ
新製品：SAV－２０　　11.35ｇ　     削減量：約30%

商品名 SAVシリーズ（OPS嵌合フードパック） 事例項目 薄肉化

会社名 株式会社エフピコ

会社名（推薦会員） 味の素ゼネラルフーヅ株式会社(全国清涼飲料工業会)

【事例説明】 【効果】

ボトルは側面パネル形状を改良し、キャップとラベ
ルは薄肉化することで軽量化した。
ボトル肩部に凹みを付け、ラベルを剥がし易いよう
に改善した。

【2005年実績】
ボトル：発売当初との比較で１本あたり10ｇ（約20%）
の軽量化
【2009年実績】
キャップ：発売当初との比較で一個あたり0.6ｇ（約
17%）の軽量化

商品名 【ブレンディ】ボトルコーヒー９００mlPETボトル 事例項目
コンパクト化

薄肉化

改良前

改良後

改良前

改良後
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【事例説明】 【効果】
PSP低発泡製品を高発泡製品へ移行することで軽
量化を実現した。
両面真空成形技術により低発泡と同等の形状・強
度・見映えを保持。

同サイズの製品重量比較
旧製品：秋田杉もり－10（L）  4.81ｇ
新製品：もり－110秋田杉　    3.38ｇ
削減量：約30%

商品名 PSPもり１００シリーズ（高発泡製品） 事例項目 複合材質化

会社名 株式会社エフピコ

会社名 株式会社エフピコ

【事例説明】 【効果】

特殊な原料配合によりPSP高発泡製品で、既存製
品のPPフィラー、PP発泡と同等のレンジ耐熱機能を
保持しながら軽量化することに成功した。

同サイズの製品重量比較
既存製品：HS‐627‐4フチ赤黒　17.92ｇ
新製品　 ：MFP‐627‐4フチ波赤　8.67ｇ
削減量   ：  約50%

商品名 マルチFPシリーズ（耐熱、耐寒PSP） 事例項目 複合材質化

改良前

改良後

改良前

改良後
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【事例説明】 【効果】
平成21年度回収量　7,095㌧
（19.5年間延べ回収量　85,759㌧）

平成21年度回収量に伴う効果
（1）原油節約量：200ℓ入りドラム缶　　約103万本分
（2）市町村ゴミ減量：ごみ収集車　　   約153万台分
平成21年度エコトレー販売に伴う効果
（1）新規樹脂削減効果：9,870㌧削減
（2）CO2削減効果：3万㌧‐CO2削減

商品名 発泡スチロールトレー回収・リサイクル（エコトレー） 事例項目
再生プラスチック

の利用

会社名 株式会社エフピコ

会社名 株式会社エフピコ

【事例説明】 【効果】

A-PET製品の汎用トレーについて、シート押出し技
術の開発により、１軸方向に延伸することで、旧製
品と同等の強度を維持し薄肉化を実現した。
サイズの変更はないが、強度をさらに向上させるた
め側面・底面のリブ形状も改良した。

同サイズの製品重量比較
旧製品：APFC‐12‐30　         10.96ｇ
新製品：APFC‐12‐30（M25）    7.84ｇ
削減量：約28%

商品名 APFCシリーズ（１軸延伸PET） 事例項目 薄肉化

*エコトレーとバージントレーを比較すると、

1kg（約250枚）使用することでライフサイクル

全体で約2.27kg－CO2削減効果あり（当社

製品比：エコリーフPCR）

改良前

改良後

改良前

改良後
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【事例説明】 【効果】
レーザーカットによる易開封機構を採用し、中間層
の直進カット性OPPフィルムを廃止することで、パウ
チ胴材の薄膜化を実施した。

胴部フィルム厚み： 従来 165マイクロメートル
　　　　　　　　　⇒新 145マイクロメートル（12%削減）
パウチ重量       ：　6%削減

商品名 　ワイドハイター（粉末タイプ）　つめかえ用 事例項目 薄肉化

会社名（推薦会員） 花王株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

会社名（推薦会員） 花王株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

【事例説明】 【効果】

従来製品（アタック高活性バイオジェル）の中身の濃
縮化に連動し、本体（ボトル・キャップ）およびつめか
えパウチのコンパクト化を図った。

（本体容器）　     　容器重量　約45%削減
（つめかえパウチ）　容器重量　約40%削減

商品名 アタックNEO 事例項目 コンパクト化

改良前

改良後
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【事例説明】 【効果】
商品の高級感を落とすことなく、包装材料の削減を
図った。
トレイ、台紙を省略した。
クリアサックをスリーブに変更した。

1.真空成型トレイ（PP　4.0ｇ）：削除
2.台紙（蒸着紙　5.0ｇ）：削除
3.クリアサック（PP　17.3ｇ）⇒スリーブ（PP　11.2ｇ）
削減率：70%

商品名 セグレタヘアエステ 事例項目 省略化

会社名（推薦会員） 花王株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

会社名（推薦会員） 花王株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

【事例説明】 【効果】

シュリンクラベルの長さを160mmから124mmに短縮
化を行った。

ラベル重量が、2.0ｇ/枚から1.6ｇ/枚へ軽量化
これにより年間18トンの樹脂量削減と107トンのCO2
削減を実現

商品名 ヘルシアスパークリング 事例項目 省略化

クリアサック

真空成形トレイ
台紙

スリーブ

改良前

改良後

改良前

改良後
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【事例説明】 【効果】
詰め替えパウチを今年度新たに発売した。 本品　　400ｍL　容器重量　76.5ｇ　（0.19ｇ/ｍｌ）

替え　　340ｍL　容器重量　　9.7ｇ　（0.03ｇ/ｍｌ）
詰め替え容器重量は、本品容器重量に比べ
単位容量あたり　85%削減

商品名 ビオレボディデリ泡立つリキッド洗浄料 事例項目 詰め替え

会社名（推薦会員） 花王株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

会社名（推薦会員） 花王株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

【事例説明】 【効果】

本品からスパウトと肩カバーを取り外して再使用す
るエアゾール形態の付け替え製品

＜内容量＞
　　本　　 品：170ｇ
　　つけかえ：230ｇ
＜削減量＞
　　1回使用当たり、CO2を3.5ｇ（20.7%）削減

商品名 ソフィーナ　ボーテ　　泡マッサージケア洗顔料　つけかえ 事例項目
【リユース】

その他

＜本品＞ ＜つけかえ＞

スパウト
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【事例説明】 【効果】
従来のPPクリアケースに代えて、紙ケースを採用し
て、CO2排出削減を狙った。商品の実物が外から見
えるように配慮し、可能な限り窓空け面積を多く取り
つつ、強度やセット作業性も確保した。

従来のPPクリアケース（275マイクロメートル）を使用
した場合のCO2排出197ｇ/個（外装パッケージ含
む）
⇒カード紙（450ｇ/ｍ2）を使用した場合のCO2排出
118ｇ/個（外装パッケージ含む）
CO2排出量79ｇ/個　削減

商品名 メリットシャンプー＆リンス　ブラシ付きセット 事例項目 省略化

会社名（推薦会員） 花王株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

会社名（推薦会員） 花王株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

【事例説明】 【効果】

詰め替えパウチを今年度新たに発売した。 本品　　　150ｍｌ　容器重量　 61.2ｇ　（0.41ｇ/ｍｌ）
詰め替え 130ｍｌ　容器重量　　6.5ｇ　（0.05ｇ/ｍｌ）
詰め替え容器重量は、本品容器重量に比べ
単位容量あたり　88%削減

商品名  ビオレマシュマロホイップ 事例項目 詰め替え



ボトルの薄肉化により使用樹脂量を削減した。 使用樹脂量をボトル1本につき3g、6%削減

商品名 ミルキィ ボディーソープ ボトル 事例項目 薄肉化

カルビー株式会社(全日本菓子協会)

【事例説明】 【効果】

スナック包装フィルムにおいて、品質規格・基準を維
持した上で、素材構成の変更による薄肉化を図っ
た。

平米重量で8.7%の削減

【事例説明】 【効果】

10

商品名 サッポロポテト　バーベＱあじ 事例項目 薄肉化

会社名 牛乳石鹸共進社株式会社

会社名（推薦会員）

改良前

改良後



小袋（内袋）フィルムを薄肉化することで、使用樹脂
量を削減した。

フィルム重量（１袋当り）8.4%削減

商品名 キユーピーあえるパスタソース　シリーズ３品 事例項目 薄肉化

牛乳石鹸共進社株式会社

【事例説明】 【効果】

詰め替え用パウチを薄くすることで使用樹脂量を削
減した。

使用樹脂量をパウチ1枚につき2.7g、23%削減

【事例説明】 【効果】
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商品名 キューピー全身ベビーソープ【泡タイプ】詰替用パウチ 事例項目 薄肉化

会社名 キユーピー株式会社

会社名

小袋
(内袋)製品

改良前

改良後



従来のプラスチック箱からフィルム包装に仕様を変
更し樹脂量を削減した。

―化粧水の場合―
プラスチック箱(12.4ｇ)からフィルム包装(1.1ｇ)へ
⇒11.3ｇ削減（従来比91%削減）
他のアイテムも同様に削減。

商品名 アクアレーベル（スキンケア） 事例項目 コンパクト化

サンスター株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

【事例説明】 【効果】

ブリスター成形品の厚みを薄くし、容器使用樹脂量
を削減した。

容器使用樹脂量を0.5ｇ削減（17%削減）

【事例説明】 【効果】
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商品名 　Ｄｏクリア子供ハブラシ 事例項目 薄肉化

会社名 株式会社資生堂

会社名（推薦会員）

プラスチック箱 フィルム包装

改良前

改良後



従来はプラスチックボトルにシュリンクフィルムという
包装形態であったが、商品リニューアルに伴い
チャック付スタンディング袋に切り替え、包材の減量
化を図った。

包材の軽量化率は約74%

商品名 まぶして焼くだけ！カツレツの素 事例項目
【リデュース】

その他

株式会社資生堂(日本石鹸洗剤工業会)

【事例説明】 【効果】

商品のリニューアルにともない、レフィル商品を付け
替え容器から詰め替え容器に変更した。

使用樹脂量50g⇒14g（72%）削減

【事例説明】 【効果】
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商品名 　マシェリ　エアフィールシャンプー 事例項目 コンパクト化

会社名（推奨会員名） 株式会社ダイショー（凸版印刷株式会社）

会社名（推薦会員）

改良前

改良後



【シュリンクラベル】
45マイクロメートル薄膜ラベルへ切り替えを実施し
た。

【ラベル一枚あたりの重量】　2ｇ⇒1.9ｇ
【軽量化率】　5%
【年間ポリスチレン樹脂削減量】　約5㌧（2010年）

商品名 葉の茶朝摘み　450ｍｌ　ＰＥＴ 事例項目
コンパクト化

薄肉化

ダイドードリンコ株式会社(全国清涼飲料工業会)

【事例説明】 【効果】

【シュリンクラベル】
50マイクロメートル薄膜ラベルへの切り替えを実施
した。

【ラベル1枚あたりの重量】　2.5ｇ⇒2.0ｇ
【軽量化率】　20%
【年間ポリスチレン樹脂削減量】　約14㌧（20010年）

【事例説明】 【効果】

14

商品名 おいしい麦茶　500ｍｌ　ＰＥＴ 事例項目
コンパクト化

薄肉化

会社名（推薦会員） ダイドードリンコ株式会社(全国清涼飲料工業会)

会社名（推薦会員）

【ＰＥＴボトル】 25ｇ軽量ボトルへ切替

【500ｍｌボトル１本あたりの重量】 28ｇ⇒25ｇ

【軽量化率】 10.7%

【年間ＰＥＴ樹脂削減量】 約165㌧（2010年）

【ＰＥＴボトル】 25ｇ軽量ボトルへ切替

【500ｍｌボトル１本あたりの重量】 26ｇ⇒25ｇ

【軽量化率】 4%

【年間ＰＥＴ樹脂削減量】 約28㌧（2010年）

改良前

改良後

改良前

改良後



ラベル中央に切れ込みを入れ、より見やすく、より剥
がしやすいように改善し、お客様の廃棄性の向上を
図った。

リサイクル推進に寄与

商品名 スピードアスリート　500ｍｌ　PET 事例項目 易分別性

ダイドードリンコ株式会社(全国清涼飲料工業会)

【事例説明】 【効果】

【シュリンクラベル】
45マイクロメートル薄膜ラベルへ切り替えを実施し
た。

【ラベル一枚あたりの重量】　2.2ｇ⇒2.0ｇ
【軽量化率】　10%
【年間ポリエチレン樹脂削減量】約　0.7㌧（2010年）

【事例説明】 【効果】
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商品名 聘珍茶寮　ジャスミン茶　500ｍｌ　ＰＥＴ 事例項目
コンパクト化

薄肉化

会社名（推薦会員） ダイドードリンコ株式会社(全国清涼飲料工業会)

会社名（推薦会員）

【ＰＥＴボトル】 22ｇ軽量ボトルへ切替

【500ｍｌボトル1本あたりの重量】 28ｇ⇒22ｇ
【軽量化率】 21.4%
【年間ＰＥＴ樹脂削減量】 約22㌧（2010年）

改良前

改良後

改良前

改良後



原材料の見直しを行い、容器の機能はそのままに
軽量化を実現した。

　13ｇ　⇒　12ｇ　（7.7%軽量化）

商品名 パノラック20-13Ｌ 事例項目 薄肉化

中央化学株式会社

【事例説明】 【効果】

原材料の見直しを行い、容器の機能はそのままに
軽量化を実現した。

7.4ｇ　⇒　6.4ｇ　（13.5%軽量化）

【事例説明】 【効果】
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商品名 　フードパック大浅Ｌ 事例項目 薄肉化

会社名 中央化学株式会社

会社名

改良前

改良後

改良前

改良後



容器の強度を落とすことなく、薄肉化により削減を
図った。

容器を　5.35ｇ　⇒　5.0ｇに6.6%削減

商品名 タンドリーチキンのドライカレー 事例項目 薄肉化

中央化学株式会社

【事例説明】 【効果】

原材料の見直しを行い、容器の機能はそのままに
軽量化を実現した。

　16ｇ　⇒　14ｇ　（12.5%軽量化）

【事例説明】 【効果】
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商品名 　ＣＴガチ弁　IK23-17C2 BK 身 事例項目 薄肉化

会社名 株式会社ニチレイフーズ

会社名

改良前

改良後

改良前

改良後



ペットボトルコーヒー充填包装ライン増設に伴い、ボ
トル本体及びシュリンクラベルの軽量化を実施し
た。
【シュリンクラベル】　厚みを減らした。

【シュリンクラベル1枚あたりの重量】　3.82ｇ⇒3.06ｇ
【軽量化率】　20%
【年間樹脂削減量】　約72㌧

商品名 
ネスカフェ　クリアテイスト　低糖900ｍｌ
ネスカフェ　クリアテイスト　無糖900ｍｌ

事例項目
コンパクト化

薄肉化

日清オイリオグループ株式会社(日本植物油協会)

【事例説明】 【効果】

容器を薄肉化し、樹脂量の削減を実現した。容器胴
部に3本のリブをいれ、つぶしやく、持ちやすくした。

容器の重量を20%(6ｇ/本)削減
使用後つぶして1/3に減容

【事例説明】 【効果】
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商品名 日清ヘルシーリセッタ600ｇＰＥＴ他 事例項目 薄肉化

会社名（推薦会員） ネスレ日本株式会社(全国清涼飲料工業会)

会社名（推薦会員）

【ＰＥＴボトル】
ボトルは肩のラインをなだらかにするこ
により、軽量化してもボトルの垂直圧縮
度が弱くならないよう工夫

【ボトル１本あたりの重量】 36ｇ⇒31.5ｇ
【軽量化率】 12.5%
【年間ＰＥＴ樹脂削減率】 約428㌧

改良前

改良後

改良前

改良後



内容物の保護と使いやすさを維持したまま、寸法
幅、ガセットと高さのコンパクト化を達成した。
これにより、外箱の寸法もコンパクにし、1パレットあ
たりに積載できるケースの数が増え、輸送効率の向
上も達成した。

詰め替えパウチの容器を約5％削減（約19g ⇒　約
18g）

商品名 アリエールイオンパワージェルプラス 事例項目 コンパクト化

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

【事例説明】 【効果】

内容物の保護と使いやすさを維持したまま、寸法
幅、ガセットと高さのコンパクト化を達成した。
これにより、外箱の寸法もコンパクにし、1パレットあ
たりに積載できるケースの数が増え、輸送効率の向
上も達成した。

詰め替えパウチの容器を約5%削減（約19g⇒約18g）

【事例説明】 【効果】

19

商品名 さらさ　(洗濯洗剤　詰め替え袋) 事例項目 コンパクト化

会社名（推奨会員名） プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

会社名（推奨会員名）

容量 ： 750ｇ
高さ 約275mm x 幅 約160mm ｘ ガセット 約45㎜

容量 ： 750ｇ

高さ 約272 x 幅 約150 ｘ ガセット 約40ｍｍ

容量 ： 900ｇ 容量 ： 900ｇ
高さ 約272 x 幅 約150 ｘ ガセット 約40ｍｍ

改良前

改良後

改良前

改良後



ブリスターパックのトレイ部分を薄くした トレイ重量を約11%軽量化できた（台紙、個包装は除
く）

商品名 パーフェクトプラスゼリー 事例項目 薄肉化

株式会社村田製作所(凸版印刷株式会社)

【事例説明】 【効果】

アッセンブリーメーカーからのワンウェー包材廃棄
時のごみ発生防止の要請に応えた、電子部品輸送
用プラスチック製リターナブルトレイ。トレイには電子
部品メーカーの工程内で発生する廃ＰＥＴフィルム
の再生原料を使用。

１：納品及び回収時にスタッキング出来る構造
２：横向きに置いて取り出し可能
３：少ない本数でも倒れにくい構造
４：ワンタッチ組み立てが可能

【事例説明】 【効果】
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商品名 Φ１８０リール用組立式リールトレイ 事例項目
再生プラスチック

の利用

会社名 明治製菓株式会社

会社名

改良前

改良後



商品名 　明治エッセルスーパーカップ　ミニ  事例項目
【リデュース】

その他

会社名 明治乳業株式会社

【事例説明】 【効果】

6個入りアイスクリームの「明治エッセルスーパー
カップ ミニ」はカップも蓋もプラスチック製でした。
2009年度末より、容器の強度やアイスクリームの品
質に影響することなく、蓋をプラ製のシールに変更
し、プラスチック使用量を削減した。

蓋、約1.2ｇ/個を⇒シール0.3ｇ/個に変更
樹脂使用量を約25%削減

商品名 
森永ミルクキャラメル
森永黒糖キャラメル

事例項目 薄肉化

会社名 森永製菓株式会社

【事例説明】 【効果】
外袋のフィルム材質を薄肉化することにより、包材
重量の減量を図った。

外袋重量：約8%削減
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改良前

改良後



商品名 森永ミルクココア(分包)シリーズ 事例項目 薄肉化

会社名 森永製菓株式会社

【事例説明】 【効果】

内袋のフィルム材質を薄肉化することにより、包材
重量の減量を図った。

内袋重量：約10%削減

商品名 ウイダー プロテインシリーズ 事例項目 薄肉化

会社名 森永製菓株式会社

【事例説明】 【効果】
容器の強度を落とすことなく、包材の構成を見直し、
薄肉化を図った。

サイズ①250×350mm　：　約15%削減
サイズ②270×350mm　：  約21%削減
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薄肉化した内袋 シリーズ商品

サイズ① サイズ②



商品名 ビスケットサンド 事例項目 薄肉化

会社名（推薦会員） 森永製菓株式会社(日本アイスクリーム協会)

【事例説明】 【効果】

フィルム材質を見直し、薄肉化を図った。 プラスチック使用量を9%削減

商品名 　蕃爽麗茶　(400ml、500ml、2,000mlPET容器) 事例項目
【リデュース】

その他

会社名 株式会社ヤクルト本社

【事例説明】 【効果】
開けやすさの改良と同時に軽量化を図った。 年間削減量：134kg
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改良前

改良後

改良前

改良後



商品名  ポンプ容器商品 （10品） 事例項目 コンパクト化

会社名 株式会社ヤクルト本社

【事例説明】 【効果】

ﾎﾟﾝﾌﾟ容器のﾊﾞｰｼﾞﾝｼｰﾙの形態を改良した。
<変更前> シュリンクシール
　　（PET　60ﾏｲｸﾛﾒｰﾄﾙ成型ﾌｨﾙﾑ）
<変更後> 糊付き帯ｼｰﾙ
　　（PET蒸着　25マイクロメートル ）

（使用量削減量）
　年間削減量：25.4 kg
（包装仕上工程について）
　加熱ｼｭﾘﾝｸ工程が不要

商品名 パラビオ化粧水、乳液（トライアル商品） 事例項目 省略化

会社名 株式会社ヤクルト本社

【事例説明】 【効果】
容器の形状変更による樹脂使用量削減
　<変更前>PET、2軸延伸ブロー成型
　<変更後>PE、ダイレクトブロー成形

年間削減量：991kg
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①ﾊﾟﾗﾋﾞｵ化粧水

改良前 改良後

②ﾊﾟﾗﾋﾞｵ乳液

改良前 改良後

シュリンクシール

帯ｼｰﾙ

改良前

改良後



商品名 リベシィホワイト　クリーム（ミニチュアサンプル） 事例項目 省略化

会社名 株式会社ヤクルト本社

【事例説明】 【効果】

容器の形態変更による樹脂使用量削減
<変更前>ジャー容器
<変更後>チューブ容器

年間削減量：1129 kg

商品名 レモナック 事例項目 省略化

会社名 山崎製パン株式会社

【事例説明】 【効果】
包装形態を見直し、紙製包装とプラスチック製容器
の二重包装から、紙製容器のみを使用することで、
容器包装の簡素化と軽量化を行った。

プラスチック製容器（外袋）を廃止し、年間約2.7㌧の
プラスチック資源を削減した。（製品1個あたりの容
器包装重量も約30%の軽量化につながった。）
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※イメージ図

改良前 改良後

改良前

改良後



商品名 おはぎ（４個入） 事例項目 省略化

会社名 山崎製パン株式会社

【事例説明】 【効果】

パックの材質を見直し、従来のPETに木目模様の
PPを貼り合わせた複合素材から、PETに木目模様
を直接印刷することで、素材の単一化を行い、さら
に軽量化にもつながった。

製品1個あたりのパック重量を約4%軽量化し、年間
約0.9㌧のプラスチック資源を削減

商品名 Dove 洗顔フォームシリーズ 事例項目 コンパクト化

会社名（推薦会員） ユニリーバ・ジャパン株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

【事例説明】 【効果】
パッケージの形状を変更することで、容器の重量を
削減した。

パッケージ重量：16.8g⇒15.8g(約6%)削減
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改良前

改良後

改良前

改良後



商品名 Rexenaシリーズ 事例項目 コンパクト化

会社名（推薦会員） ユニリーバ・ジャパン株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

【事例説明】 【効果】

パッケージの形状をキャップとアクチュエーターが
別々の構造であったものをキャップとアクチュエー
ターが一体型の構造に変更することで、容器の重量
を削減した。

パッケージ重量：7.2g⇒4.8g(約33%)削減

商品名 バンデオドラントミスト 事例項目
再生プラスチック

の利用

会社名 ライオン株式会社

【事例説明】 【効果】
製品改良に合わせてブリスターケースの形状を工
夫することで、落下強度を維持し、使用樹脂を再生
PETに変更できた。

ケース用樹脂：A-PET⇒再生PET（100%）
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アクチュエーター

キャップ

改良前

改良後

改良前

改良後



商品名 トップ　ＮＡＮＯＸ 事例項目 コンパクト化

会社名（推薦会員） ライオン株式会社(日本石鹸洗剤工業会)

【事例説明】 【効果】

内容物の濃縮化に合わせて、容器をコンパクト化
し、樹脂量を削減した。

容器容量の小型化：1L⇒500ml（50%削減）
使用樹脂量の削減：108ｇ⇒76ｇ（30%削減）

商品名 クリーンカップＭＰＲ１３－２３０Ｂ 事例項目 減容化

会社名 リスパック株式会社

【事例説明】 【効果】
従来のフラワーカップより形状変更を実施し、減容
化できる高い密閉性の環境対応カップを4月より発
売した。
使用済みカップを簡単に潰せて容リ法のその他プラ
の排出に対して環境配慮商品として開発した。

容器を潰すことで約50%以下の大幅なゴミの減容化
しかも、潰れてから元に戻りにくい「ロック機能」の設
計を実現
減容化による輸送時の積載率向上（回収時）
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潰し方

容器を潰す

体積が約50%
以下になる

改良前

改良後



株式会社ロッテ

【事例説明】

外装の重量8.20g⇒7.89gに削減

商品名 チョコパイパーティーパック 事例項目 薄肉化

【事例説明】 【効果】

商品名 １２０円雪見だいふく

会社名 株式会社ロッテ

事例項目 薄肉化

会社名
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【効果】

合成樹脂成形トレーの肉厚に関し、保護性、機能性
について検証を実施し、強度を落すことなく薄肉化
を図り軽量化した。

シート肉厚　0.45mm⇒0.43mm　約4.4%削減

乳白フィルムを50マイクロメートル⇒45マイクロメー
トルに薄肉化した。

★ トレイ肉厚 0.45mm ⇒ 0.43mm に薄肉化

現行 50マイクロメート 薄肉化 45マイクロメートル

改良前

改良後



以上

１．削減基準別比率

２．業種別比率

41%

22%

17%

5%

16%

薄肉化

コンパクト化

省略化

再生プラスチック

の利用

その他

33%

24%
14%

12%

17% 食料品

油脂加工

清涼飲料

化粧品

その他の事業

<資料>

第３版改善事例集の「削減基準別比率」及び「業種別比率」は下記のとおりです。
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