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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、第一次自主行動計画最終年の纏め
にあたり２００８年に『３Ｒ事例集』第1版を発刊してから、今年で第４版目を発刊いたしまし
た。
自主行動計画の取組みをスタートして、会員及び関係者の皆様のご協力を頂き、３Ｒ
推進の一翼であるリデュースを推進してまいりました。
特定事業者の日頃の削減努力は、着実にその成果を上げてきております。
２００４年度を基準年とした第一次自主行動計画における通期の削減量も５万トンを超
える実績を残してきました。（プラ推進協調べ ２００５～２０１０年度 会員及び関係企業）
この努力と成果は、第二次自主行動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にこの成果を広くご案内するとともに、日頃の活動を
ご報告させて頂きます。
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。

２０１１年１２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
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45マイクロメートル

40マイクロメートル

23

����

������������

���

����

����

��������

������
����
����������������������� ������������������
������������������������
������������

����

������3�������������

���

����

���

�������

������
���������������������

����
��������������������
��������������������������
�����

34

����

��������������

���

����
�������������������
�������������������������
�����

�����������������������������

���

���

�������

������
���������������������

����

����

����

������

�������

������
������������������
������������������

����
���������������������������
������������������4�4������
������

45

����

�����������������������������

���

����

���

������������

������
�����の����り�����������
�������

����
��あ�りの������5���5��の��

���

���

※外観上の差異はありません
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������
����
�め��用スタ�������チの���ム��� �����ム材�
�した�
������50��ク��ー��⇒�������0��ク�
�ー��

���

���

����

ラ�������ブラ�

����

再生プラスチック
の�用

���（����） ラ������������������
������
����
�ブラ�のブリスタードーム�����ー�）�使用�� ����ー�の再生材使用率�20％⇒50％
プラスチック再生材使用率�向上した�

���

���

※ブリスタードームのプラスチック再生材使用率の向上（20％⇒50％）のため、外観上の変化は無し

��
18

�品�

����ル�ボ �����ル��ト

���目

��パ�ト化

���（����） ��������������ル���パ�������本��������
������
��製品（����ル���パ����ル���）の
����製品��に�し、本体（ボトル、��ッ�）
���詰め替えパウチの��パ�ト化�����製
品��、��の�����パ�トにし、1パ�ット�た
�に��������の���え、����の��
���した�

����
本体（ボトル、��ッ�）の容器�約34���（約
119��約76��、詰め替えパウチの容器�約33��
�（約15��約10�）

���

���

本体（ボトル）容量： １ｋｇ
高さ約230mm x 幅約158mm ｘ 奥行80mm
詰め替えパウチ容量： 900ｇ
高さ約272 x 幅約150 ｘ ガセット約40ｍｍ

�品�

本体（ボトル）容量： 400ｇ
高さ約205mm x 幅約85mm ｘ 奥行64mm
詰め替えパウチ容量： 320ｇ
高さ約222 x 幅約130 ｘ ガセット約37ｍｍ

�������� ����� �������� ���

���目

薄肉化

���（����） ��������������ル���パ�������本��������
������
����
��の高����������に��、����� ��0�35mm��0�30mm�、約14�の��
���な�包�の薄肉化�図�た�
��パ����、���ル����、���の���
�����製品容器に��した�

容器包装の薄肉化のため、製品の見た目や図面に変更なし
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【����】
�品�

パノラックＶ1�－12

�社�

����

���

�������社

【����】
【効果】
�����を��することに�り、����度を� 【���】パノラック1�－12Ｌ
とすこと�����を����
【���】パノラックＶ1�－12
【���】10����【���】7.��
������������（21���量�）

���

���

パノラック１８－１２Ｌ

�品�

パノラックＶ１８－１２

����������回収�リサイクル（エコトレー）

�社�

����

���ラ��ック
��用

���社エフ�コ

【����】
【効果】
���に��回収をする�で原油節約（新規樹脂 平成22年度回収量�7,347トン
使用削減）、社��コ�ト��減、CO2削減効果� （20年��回収量����3,106トン）
ある�

0611�076

���

���

25
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●平成22年度回収量に伴う効果
（1）原油節約量：200ℓ入りドラム缶約
113万本分
（2）市町村ゴミ減量：ごみ収集車約167
万台分
●平成22年度エコトレー販売に伴う効
果(1)新規樹脂削減量：4,710トン
(2)CO2削減効果：3.7万トン‐CO2削減
【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）】

����

１軸延伸ＰＥＴ

���

����

��������

������
ＰＥＴ���を１軸延伸�る��で��を������
����を��る��で���化を�能��29％の
軽量化を��させた。

①無延伸ＰＥＴ

����

��化

����
�レイサイズ（196Ｘ122Ｘ25ｍｍ）での重量比較
（29％軽量化）
①無延伸
9.67ｇ
②１軸延伸
7.84ｇ
③１軸延伸
6.90ｇ

②１軸延伸ＰＥＴ

③１軸延伸ＰＥＴ

マルチＦＰ（耐熱ＰＳＰ）

����

��化

���（����） ��������
������
����
発泡���チレンを耐熱化�る��でレンジ加熱� 64.5％の軽量化を��
�の機能を�な���なく�������加����
�加���に���当�の重量を��。

①ＰＰＦ（非発泡）

②耐熱ＰＳ：マルチＦＰ
弁当サイズ（225Ｘ225ｍｍ）での
重量比較（64.5％の軽量化）
①ＰＰＦ：22.20ｇ
②マルチＦＰ：
Ｈ２２年２月 9.54ｇ
Ｈ２２年７月 8.15ｇ
Ｈ２３年７月 7.90ｇ
発泡させているためレンジ加熱
後本体に直接触れても熱くない
機能を付加。

26
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����

ニューハイスター（ＰＰ発泡）

���

����

��化

��������

������
����
弁当��のＰＰ��を発泡化�����発泡��を 36％の軽量化
1.7�に�る��で軽量化を��させた。

弁当サイズ（225Ｘ225ｍｍ）での
重量比較（36％の軽量化）
①ＰＰＦ：22.20ｇ
②ＰＰ発泡：ハイスター17.40ｇ
③ＰＰ発泡：
ニューハイスター14.20ｇ
発泡させているためレンジ加熱後
本体に直接触れても熱くない機能
を付加。
①ＰＰＦ（非発泡）

②ＰＰ発泡：ハイスター

③ＰＰ発泡：ニューハイスター
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第一版から第三版の事例
2008年～2010年
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事例説明

効果

スナック包装フィルムにおいて、品質規格・ 平米重量で8.7％の削減
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。

サッポロポテト バーベＱあじ

従来はプラスチックボトルにシュリンクフィ 包材の軽量化率は約74％
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。

株式会社ダイショー
（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
(社団法人 日本植物油協会)

明治製菓株式会社

まぶして焼くだけ！カツレツの素

タンドリーチキンのドライカレー

日清ヘルシーリセッタ600ｇＰＥＴ他

パーフェクトプラスゼリー

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）

容器を薄肉化し、樹脂量の削減を実現し 容器の重量を20％(6ｇ/本)削減
た。容器胴部に3本のリブをいれ、つぶしや 使用後つぶして1/3に減容
く、持ちやすくした。

容器の強度を落とすことなく、薄肉化により 容器を5.35ｇ ⇒ 5.0ｇに6.6％削減
削減を図った。

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。

キユーピーあえるパスタソース シ キユーピー株式会社
リーズ３品

フィルム重量（１袋当り）8.4％削減

プラスチックを約8トン/年削減

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1.0トン/年削減

プラスチックを約0.1トン/年削減

CookDo®白菜のクリーム煮用、
味の素株式会社
黒酢酢豚用、鶏肉とカシューナッツ
炒め用

カルビー株式会社
(全日本菓子協会)

事例項目

薄肉化

薄肉化

薄肉化

その他

薄肉化

薄肉化

薄肉化

省略化

薄肉化

従来の10袋入り箱と比較して、プラスチック 省略化
を約2.5トン/年削減

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

内袋の薄肉化を実施した。

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。

Pasta Do® 茄子とトマト用、カルボ 味の素株式会社
ナーラ用、アラビアータ用

味の素株式会社

会社名（推薦会員）

クノール®カップスープｃｏｌｄ

品名

味の素株式会社

【食品】

クノール® エコパウチ

製品

小袋

写真
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山崎製パン株式会社

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ

１２０円雪見だいふく

チョコパイパーティーパック

森永製菓株式会社
(日本アイスクリーム協会)

ビスケットサンド

おはぎ（４個入）

森永製菓株式会社

ウイダー プロテインシリーズ

山崎製パン株式会社

森永製菓株式会社

森永ミルクココア(分包)シリーズ

レモナック

森永製菓株式会社

森永ミルクキャラメル
森永黒糖キャラメル

会社名（推薦会員）

明治乳業株式会社

品名

明治エッセルスーパーカップ ミニ

【食品】

事例説明

効果

事例項目

薄肉化

薄肉化

薄肉化

薄肉化

その他

乳白フィルムを50マイクロメートル⇒45マイ 外装の重量8.20g⇒7.89gに削減
クロメートルに薄肉化した。

薄肉化

合成樹脂成形トレーの肉厚に関し、保護 シート肉厚 0.45mm⇒0.43mm 約4.4％削 薄肉化
性、機能性について検証を実施し、強度を 減
落すことなく薄肉化を図り軽量化した。

省略化

プラスチック製容器（外袋）を廃止し、年間 省略化
約2.7トン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。）

プラスチック使用量を9％削減

サイズ①250×350mm ： 約15％削減
サイズ②270×350mm ： 約21％削減

パックの材質を見直し、従来のPETに木目 製品1個あたりのパック重量を約4％軽量
模様のPPを貼り合わせた複合素材から、 化し、年間約0.9トンのプラスチック資源を
PETに木目模様を直接印刷することで、素 削減
材の単一化を行い、さらに軽量化にもつな
がった。

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。

フィルム材質を見直し、薄肉化を図った。

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。

内袋のフィルム材質を薄肉化することによ 内袋重量：約10％削減
り、包材重量の減量を図った。

外袋のフィルム材質を薄肉化することによ 外袋重量：約8％削減
り、包材重量の減量を図った。

6個入りアイスクリームの「明治エッセル
蓋、約1.2ｇ/個を⇒シール0.3ｇ/個に変更
スーパーカップ ミニ」はカップも蓋もプラス 樹脂使用量を約25％削減
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。

サイズ②

トレイ肉厚 0.45mm ⇒ 0.43mm に薄肉化

サイズ①

写真
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トレイを削除した。

プラスチック削減量： 1,807kg

亀田製菓株式会社
（全日本菓子協会）

１７４ｇミニパック柿の種

軽量化

軽量化

高剛性樹脂の採用により現行強度を維持 4ｇ（約5％）減量
しながら重量削減を実現した。

日清オイリオグループ株式会社
（社団法人 日本植物油協会）

軽量化

1300ｇ扁平ポリボトル

１サックあたり7％の重量削減
内袋重量 0.70g/枚⇒0.64g/枚
外袋重量 1.9g/枚⇒1.8g/枚
１製品 3.3g ⇒3.08g

年間総重量4.3 トン 削減
軽量化
(2008年 度販売数量ベース)
(注)内容量当たり容器重量削減量
内容量（90ml⇒85ml）5.6％減量に対し、容
器1個当り重量は 8.6％減量
⇒内容量 ml当り容器重量2.5％の削減

薄皮パンシリーズで使用しているトレイの 1製品に使用するトレイ重量は、8.7%の削減 軽量化
素材を軽量化した。6個入り、3個入りのトレ となり、5個入りトレイの年間削減量は、
イも同様の変更を行い、軽量化した。
37.4トンとなった（6個入り・3個入り計は、
12.3トンの削減）

内袋・外袋のサイズを変更
[内袋 ]157mmx122mm ⇒151mmｘ114mm
[外袋 ]244mm ｘ 156mm ⇒236mm ｘ56mm
[重量] 3.3g ⇒ 3.08g

内容量を変更することなく、容器の高さ：
38.3mm⇒37.0mmに1.3mm小さくした。
1サック当り重量を8.6 ％ 削減した。

薄皮パン5個入りシリーズ(6個入り、 山崎製パン株式会社
3入りシリーズ)

江崎グリコ株式会社

江崎グリコ株式会社

ミニセレ バニラアイスクリーム
ミニセレ 抹茶 （カップ2品種）

毎日果実 小袋

日本ハム株式会社

森の薫り ロースハム・ボンレスハ
ム

軽量化

軽量化

包装材の材質を見直し、従来品と同等の 包装材の重量を従来比10％削減
強度で包装材の軽量化を実現した。具体 （単位面積：1㎡あたりの比較）
的には包装材の樹脂使用量を削減し、包
装材製造時のＣＯ2排出量を10％（従来比）
削減した。

日本ハム株式会社

森の薫り ハーフベーコン・うす皮
ポークウインナー

包装材の材質を見直し、従来品と同等の 包装材の重量を従来比16％削減した。
強度で包装材の軽量化を実現した。具体 （単位面積：1㎡あたりの比較）
的には包装材の樹脂使用量を削減し、包
装材製造時のＣＯ2排出量を16％（従来比）
削減した。

軽量化

ユニバーサルデザインの観点から点字を 平均で使用樹脂量を7.8g⇒6.8gに、1g(約
始めとする各種機能を付与し、使用樹脂量 13％)削減
を削減した。

事例項目

株式会社Ｊ－オイルミルズ
（社団法人 日本植物油協会）

効果

びん入り食用油用キャップ ＧＴ9

事例説明
軽量化

会社名（推薦会員）
ボトルの「強度」に着目し、胴部の円周方向 ボトル1本あたりの重量を約20g⇒13gに、
に3本の溝を入れた形状に変更することに 7g(35％)削減
よって、ボトルの寸法形状を大きく変更する
ことなく、軽量化を実現した。

品名

冷しゃぶドレッシング 〈レモンおろし ハウス食品株式会社
醤油〉

【食品】

商
内

外

写真

商

外

内
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フィルム削減量重量比 18.2％減
（A～Cすべて同一削減量）

(１)現行500mlＰＥＴボトル樹脂重量
ボトル、キャップ計：約31.1g
(２)新容器500ｍｌパウチ樹脂重量
外袋、中袋計：約19.1g
※重量削減率：約38.6％

事例項目

薄肉化

軽量化

軽量化

和菓子部門の主力製品である串団子3本
入りのシリーズ全商品のパックを薄肉化・
軽量化した。

シュリンクフィルムの包材構成を見直して
薄肉化を図った。

山崎製パン株式会社

串団子たれ（3本入）

キユーピードレッシング200ml (キラ キユーピー株式会社
キラ元気4品種)

内袋を0.89ｇ⇒0.57ｇに、0.32ｇ(36％)削減

コンパクト化

シュリンクフィルム重量を1.4g⇒1.1gに
0.3g、約20％削減

軽量化
薄肉化

パック素材:21マイクロメートル⇒18マイクロ 軽量化
メートルに変更(13.2％/1個の削減)
薄肉化
たれ団子（3本入）単品で68.1トンの削減
（3本串団子シリーズ合計 139.8トン）

容器の必要強度を維持しつつ、厚みを見 容器の厚さを0.6mmから0.53mmにすること 軽量化
直し、薄肉化をすることにより軽量化を図っ により、容器重量が4.3ｇ⇒3.8gに、0.5g(約 薄肉化
た。
12％)の削減

内袋の三方シールをスティック型に変更
し、幅を22mmコンパクト化

外袋サイズを215×150mm⇒205×147mm 1袋当り削減量（削減率）
コンパクト化
に縮小した。
215×150mm×2（表面＋裏面）＝645cm2
205×147mm×2（表面＋裏面）＝602.7cm2
645cm2－602.7cm2＝42.3cm2（削減率
6.6％）

マリンフーズ株式会社三重工場
(日本ハム株式会社)

カンロ株式会社
（全日本菓子協会）

90gノンシュガー果実のど飴

効果

平成18年9月より、包材の高さを5mm削減 包材重量を3.4％削減
コンパクト化
した。製造工程の見直し、従業員教育の徹 その他猫用パウチを含め、H18年～Ｈ20年
底などでシールの安定性を確保した。
の3ヵ年で9.8トンのﾌﾟﾗｽﾁｯｸ使用重量を削
減

味付もずく 三段

日清ペットフード株式会社
（株式会社日清製粉グループ本
社）

ラン遊膳レトルト

下記3品について、フィルム薄肉化を実施
A. おやつパック５連袋
B. 小袋
C. 5袋入

特殊な逆止弁を付けたパウチタイプの容器
を採用することで、ＰＥＴボトルタイプの容器
と比較して使用樹脂量を削減することがで
きた。

味の素株式会社

森永製菓株式会社

森永スナック おっとっと
＜うすしお味＞

事例説明
商品のリニューアル時にトレイを削除した。 プラスチック削減量：772kg

アミノバイタル®プロ・2200ｍｇ

ヤマサ醤油株式会社
(日本醤油協会)

ヤマサ 鮮度の一滴 特選しょうゆ
500mlパウチ

会社名（推薦会員）

亀田製菓株式会社
（全日本菓子協会）

品名

148ｇおつまみアーモンド揚せん

【食品】

【パウチタイプのメリット】

B. 小

150mm

A. おや

215mm

①中身の鮮度が保持できた
②廃棄時の減容化
防止
③キャップ開閉不要で液垂れ防止
④使用量の調整可
⑤スリット窓で残量確認
⑥そのままテーブルに
⑦２重構造で自立式

現行品

205mm

��部�

147mm

C. 5

新商品

※形状の変更はありません

写真
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効果

明治製菓株式会社

日本ハム株式会社

日本ハム株式会社

日本ハム株式会社

パーフェクトプラスゼリー

石窯工房

ソフトベーグル

炭火焼ハンバーグ（ノントレー）

株式会社マルハニチロ食品
（社団法人日本冷凍食品協会）

事例項目

軽量化
コンパクト化

軽量化
薄肉化

軽量化
薄肉化

軽量化
薄肉化

軽量化
薄肉化

軽量化
コンパクト化

軽量化
コンパクト化

トレイ10gを無くし、袋のサイズを小さくして、 軽量化
フイルム重量を11.4g⇒9.4gに、計
コンパクト化
12g(56.1％)削減
トレイ１枚あたりＣＯ２排出量も約27gの削
減

(1)パウチ部分10.5％減、口栓部分8.7％減 軽量化
で、容器全体では9.5％重量が削減
コンパクト化
(2)集積箱と段ボール箱のサイズも小さくな
り、物流で発生するＣＯ２も削減

【リニューアル新発売商品】
（以前の形態にくらべて）
包装ラインの見直しにより包装重量の削 紙トレイ（20ｇ）を無くし、袋のサイズを小さく
減（トレイ除去）を行った。
することで、フイルム重量を9.0g⇒5.3gに
3.7g(41.1％)削減
※リニューアル新商
品を発売時に、入り数も変更（3個⇒2個入
り）
包装の設計見直し(ガゼット包装へ)により、 ガゼット包装(4g)にすることで、6gのトレイを
トレイを除去することが出来た。 家庭での 削除
ゴミ容量削減への取り組み商品として新発
売した。「NONトレ－：トレ－を使わないスリ
ム設計」と記載した。

包装ラインの見直しにより包装重量の削減
（トレイ除去）を行った。
フイルムサイズも小さくし、フイルムの重量
を削減しました。 ※平成21年より

(1)内容量を変えずにパウチを小さくした。
(2)口栓部分を小型化（細く）した。

(1)プラスチックトレイ
6.21g⇒5.29gに、0.92g(14.8％)の削減
(2)パッケージフィルム
2.97g⇒2.55gに、0.42g(14.1％)の削減
(3)合計でプラスチック使用量
9.18g⇒7.84gに、1.34g(14.6％)の削減

プラスチック使用量の削減を図るため、プ
ラスチックトレイをコンパクトにした。
プラスチックトレイを小さくしたことで、パッ
ケージフィルムも小さくすることができた。

内袋を3.70ｇ⇒3.36ｇに、0.34ｇ(9％)削減

牛カルビマヨネーズ

内袋のCPP層を薄くする事で、薄肉化

内袋（レトルト）のナイロン層を削減する事 内袋、とろみ粉袋合わせて10.8ｇ⇒6.72ｇ
で３層にし、かつCPP層の薄肉化も行った。 に、4.08ｇ(37.8％)削減
また、とろみ粉を本体に混ぜる事でとろみ
粉袋を廃止した。

内袋（レトルト）のナイロン層を削減する事 内袋、とろみ粉袋合わせて11.42ｇ⇒8.84ｇ
で３層に削減し、かつCPP層の薄肉化も
に、2.58ｇ(22.6％)削減
行った。
また、とろみ粉袋の薄肉化も行った。

味の素株式会社

Ｃｏｏｋ Ｄｏ® 海老の中華マヨネー
ズ炒め 他9種

事例説明
最外層のセロハンの層をPETに変更、易開 袋を5.70ｇ⇒5.10ｇに、0.6ｇ(11％)削減
封機能を維持しつつ、薄肉化した。

Ｃｏｏｋ Ｄｏ® あらびき肉入り麻婆豆 味の素株式会社
腐用 ３種

味の素株式会社

Ｃｏｏｋ Ｄｏ® ひき肉入り麻婆茄子
用

会社名（推薦会員）

味の素株式会社

品名

味の素KK コンソメ 顆粒60g袋

【食品】

【パッケージ
フィルム】

【プラスチ
ックトレイ】

写真
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事例説明

効果
約45％削減
約25％削減
約50％減容
約40％減容

株式会社ヤクルト本社

ジョア

易分別

易分別

軽量化・薄肉化
コンパクト化

味の素株式会社

「適量生活」の製品開発において、環境面 本製品の包材重量を、容器全体で34.3％
日清ファルマ株式会社
（株式会社日清製粉グループ本社） 及び品質を考慮し、当初予定していたポー の軽量化を達成した。
ションタイプの包材ではなく、ポリエチレン
のパック包材を採用した。

「環境逸品」エコパックス
バラエティオイルギフト

適量生活

従来のプラスチック容器ではなく、紙パック
を使用。使用後は外箱と内側のポリ袋に分
別可能
専用ギフト化粧箱はフタを取って収納BOX
として再利用できる設計

減容化

(1)従来のプラスチックボトルに比べ、プラス 易分別
チック使用量を70％削減
(2)年間約0.5トン削減
専用化粧箱の包材重量を約25％削減

蓋をメンコ部(紙/個別商品毎に印刷)とリン プラスチックのリング部分と、紙のメンコ部 易分別
グ部(プラ/アイテム別に色分け)の組合わ 分に接着材を使用しないことで、分離しや
せ構造とし、部品結合には接着剤を使用せ すくし、分別が容易になった。
ず、品目数の多いジャムの製造時点での
在庫や生産の効率化を図った。

株式会社スドージャム
(凸版印刷株式会社)

スドージャム プラリング蓋

(1)ワンタッチで開閉でき、なおかつ液が垂 易分別
れにくくなった。
(2)キャップは簡単に外せ、ごみの分別も簡
単

日本ハム株式会社

焼肉のたれ

アルミキャップを液だれしにくい、プラスチッ
クのワンタッチキャップに変更した際に、使
用後にビンとキャップを分別しやすい配慮
を行った。

従来のアルミに比べ、ＣＯ２排出量が約
15％削減（当社計算値）

内容物の長期保存ができる薄い樹脂容器 複合素材容器を単体素材に分離でき、効
（内側）と容器形状を保つための紙容器（外 率の良い分別が可能となった。
側）の複合容器。外側の紙容器にジッパー
を付けることで、樹脂容器と紙容器を容易
に分離できるようにした。

株式会社スドージャム
(東罐興業株式会社)

ジッパー付き2ＬＰ

リニューアルに伴い、蓋材をアルミから容
器と同素材のポリスチレンに変更した。

事例項目
軽量化
減容化

(1)従来のプラスチックキャップと、スプーン 軽量化
が削減でき、スチール缶に比べ、軽量化が 減容化
図られた。
(2)また、使用後に減容化（折りたたむ等）し
やすくなった。

10個入り
8個入り
10個入り
8個入り

ピロー内袋を長さ5ｍｍ、幅5ｍｍコンパクト 内袋を4.49ｇ⇒4.10ｇに、0.39ｇ(9％)削減
化した。
トレイを2.82ｇ⇒1.59ｇに、1.23ｇ(44％)削減
トレイを幅10ｍｍコンパクト化し、薄肉化も
行った。

従来はスチール、プラスチックを素材とした
容器を使用していたが、紙（外箱）、アルミ
蒸着フィルム（個包装用）を利用した容器に
変更した。

従来使用していたトレイを廃止した。
包装資材重量
重量の削減及び減容化を図った。
容器包装の削減とともに、配送の効率化、 体積比
お店やご家庭における収納性にも配慮し
た。

Ｃｏｏｋ Ｄｏ® 海老ワンタンスープ用 味の素株式会社

明治乳業株式会社

明治ほほえみ らくらくキューブ

会社名（推薦会員）

株式会社ニチレイフーズ

品名

焼おにぎり

【食品】

ゴミ箱

写真
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効果

事例項目

軽量化

軽量化

食パン類に使用する留め具

敷島製パン株式会社
食パン包装紙の留め具として使用している 0.35g・0.33g/個⇒0.31g/個
（一般社団法人日本パン工業会） クロージャーの内側形態を変更し、軽量化 (削減率11.4％、6.1％)
を図った。
使用樹脂量削減：23,875kg/年間

軽量化

軽量化

従来3枚のフィルムから構成されていたスタ 使用樹脂量を5％軽量化し、5トン/年の重
ンディングパウチを、1枚のフィルムから構 量を削減
成し、底部フラット構造にした。

ほんだし® 160ｇスタンディングパウチ 味の素株式会社

ユニバーサルデザイン化の形状改善(リブ 1本当たり重量を30ｇ⇒24ｇに6ｇ、20％軽量 軽量化
を付け握りやすくした)により、ＰＥＴボトルの 化
重量を軽量化した。

包材構成を脱アルミ化して4層から3層に 包材重量を約17%削減し、プラスチック使用 軽量化
し、アルミ箔のかわりに、水蒸気バリア性の 量を400ｋｇ/年削減
高いＶＭ－ＰＥＴを使用した。

株式会社Ｊ-オイルミルズ
(社団法人 日本植物油協会)

600ｇ ＵＤエコペット

トレイ10ｇを削減

製品あたりのトレイ重量を９ｇ⇒７ｇに２ｇ、
22.2％削減

五目春巻のトレイの形状を変更しコンパク トレイ重量を９ｇ⇒7.7ｇに1.3ｇ、14.4％削減 軽量化
ト化した。

冷凍麺や具材などを直接包装し、トレイを
省いた。

シューマイのトレイの形状に工夫を加えコ
ンパクト化した。

従来のプラスチック容器を紙容器に変更し 使用トレイを紙にすることでトレイのプラス その他
た。
チック使用量を削減

パルスイート®カロリーゼロ 70ｇ袋 味の素株式会社

日本水産株式会社

日本水産株式会社

ちゃんぽん

五目春巻き

日本水産株式会社

蔵王山麓ドリア 株式会社ニチレイフーズ

紅ずわいのかにシューマイ

蔵王山麓グラタン

日本水産株式会社

従来のプラスチックボトルに比べ、プラス 減容化
チック使用量を60％削減し、年間約5.8トン
削減
専用化粧箱の包材重量を約15％削減

オムライスのトレイの材質を紙に変更した。 使用トレイを紙にすることでトレイのプラス その他
チック使用量を削減

事例説明

オムライス
オム焼きそば

会社名（推薦会員）
パウチは詰め替える必要がなくそのまま使
え、使用後は丸めて捨てる事で1/10サイズ
となる。
専用ギフト化粧箱はフタを取って収納BOX
として再利用できる設計とした。

品名

「環境逸品」エコパウチ
味の素株式会社
「健康サララ®」ギフト（5パウチ入り）

【食品】

（ＴＧＳ－

（ＴＧＳ－

変更

写真
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株式会社ニチレイフーズ

株式会社吉野工業所

お弁当にＧood！ミニハンバーグ

「軽量マルチ－φ70.5PE 」カップ

キユーピー株式会社

明治ベニ花 明治乳業株式会社

明治オリーブハーフ
ハーフ他

キユーピーハーフ400g, 210g

明治べに花 明治乳業株式会社

明治オリーブハーフ
ハーフ他

明治乳業株式会社

日清オイリオグループ株式会社
（社団法人 日本植物油協会）

1300ｇポリボトル

レンジえびグラタン3個入り（600g）

雪印乳業株式会社

北海道100フレッシュチーズ

会社名（推薦会員）

雪印乳業株式会社

品名

北海道100カッテージチーズ

【食品】

トレイ重量を8.7g⇒8.4gに0.3g、8.3％軽量
化

重量を7.6ｇ⇒5.5ｇに2.1ｇ、27.6％軽量化

トレイ当たりの重量削減
チタン入り 5.3ｇ⇒チタン無し 4.59ｇ
＊1パック当たり 0.71ｇ、13.4％削減

使用樹脂量を9ｇ、約14％削減

軽量化

軽量化

軽量化

軽量化

軽量化

これまでもマヨネーズボトルで軽量化に取 400gボトル 17.5g⇒15.8gに1.7g,10％削減 薄肉化
り組んで来た。Ｈ17年度はハーフボトルに 210gボトル 9.2g⇒ 8.7gに0.5g, 5％削減
ついても、保存性をそこなわずに容器の軽
量化を実現した。具体的には酸素バリア層
の機能を高めることにより容器の保存性を
損なうことなく薄肉化した。

マーガリン類(明治オリーブハーフ、明治べ 「本体」重量を11.3g⇒10.2gに1.1g、9.7％軽 軽量化
に花ハーフ)125g、140g入り容器の「本体」 量化
を平成19年6月より軽量化した。

マーガリン類（明治オリーブハーフ、明治べ 「ふた」重量を8.6g⇒6.8gに1.8g、20.9％軽
に花ハーフ）125g、140g入り容器の「ふた」 量化
を平成18年5月より軽量化した。

プラスチックトレイを軽量化した。

材質変更によって軽量化を図った。

今までは、トレイ(PP、PEの複合素材)にチ
タンを混合していたが、チタンを抜くことに
より、重量を削減した。

高剛性樹脂の採用、及びボトル形状の見
直しにより、重量削減を実現した。

軽量化

事例項目

商品性を維持しつつ、従来のインジェクショ ふた材で約41％の軽量化を達成した。
ン成型のふたからシート成型の成型ふたに
変更した。(ふたのみ)

効果
軽量化

事例説明
インジェクション成型の本体を薄肉化した。 容器全体で約19％の軽量化を達成した。
インジェクション成型のふたをフィルムシー
ルふたとシート成型ふたにした。また商品
の品質を十分に維持しつつ、形状も大きく
変更した。

写真
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品名

会社名（推薦会員）

事例説明

効果

事例項目

味の素株式会社

クノール®カップスープ（容器入り）

山崎製パン株式会社

フジパン株式会社
30マイクロメートルの包装を28マイクロメー 使用樹脂量 6.7％削減
（一般社団法人 日本パン工業会） トルに薄肉化した。

フジパン株式会社
30マイクロメートルの包装紙を25マイクロ
（一般社団法人 日本パン工業会） メートルに肉薄化した。

ふんわりワッフル（4個入り）
ふんわりワッフルチョコ（4個入り）

ネオバターロール等４アイテム

カレードーナツ等２５アイテム

使用樹脂量 16.7％削減

薄肉化

薄肉化

使用しているプラスチック製容器を薄肉化 1個当たりに使用しているプラスチック製容 薄肉化
した。
器包装の総重量を18.1％軽量化(約11トン/
年間削減)

フィルムの厚み約19マイクロメートル薄くし 薄肉化
て、重量を約10ｇ/㎡,16％削減

ピロー包材フィルムの薄肉化。
材質を見直すことでフィルムの厚みを薄く
し、使用樹脂量を削減した。

日本ハム株式会社

ウイニーミニ 208ｇ

包材重量が3％削減され、7トン/年の使用 薄肉化
樹脂量を削減

パウチの縦の寸法を5ｍｍ縮小した。

ＣｏｏｋＤｏ®全商品 ＣｏｏｋＤｏ® Ｋｏ 味の素株式会社
ｒｅａ！全商品

(1)内袋重量が1.4ｇから1.3gへ7%削減し、 薄肉化
トータルで6トン/年のプラスチック重量を削
減
(2)紙の使用量は一商品あたり13％削減
し、7トン/年の紙を削減

パウチのアルミ箔とシーラントのポリエチレ 袋当たり1ｇ、17％の重量を削減し、42トン/ 薄肉化
ンを薄肉化した。
年のプラスチックを削減

味の素株式会社

アミノバイタル®ゼリードリンク
（4品種）

内袋の寸法の縮小や、ふたの材質を変更
した。
また、断熱効果や強度が十分であることを
確認した上で、紙カップの断熱紙を一層外
した。

内袋のプラスチックの中間層ＬＤＰＥ、アル 包材重量を17％削減し、販売計画量から 薄肉化
ミ箔、シーラントＬＤＰＥを薄くした
推定すると、2008年度のプラスチック使用
量を13.5トン/年削減見通し

クノール®カップスープ オニオンコン味の素株式会社

パッケージフィルムの保存性、耐久性等に パッケージフィルム: 72マイクロメートル⇒ 薄肉化
問題が無いことを確認したうえで、薄肉化し 62マイクロメートルに11.6％削減
た。

内袋のプラスチックの中間層ＬＤＰＥ、アル 包材重量が18％削減され、7トン/年のプラ 薄肉化
ミ箔、シーラントＬＤＰＥを薄くした。
スチックを削減できた。

株式会社マルハニチロ食品
（社団法人日本冷凍食品協会）

味の素ｋｋコンソメ（固形7個、21個、 味の素株式会社
24個入箱）

冷凍米飯類
（そばめし、あおり炒めの焼豚炒
飯、ビビンバチャーハン）

【食品】

写真
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森永製菓株式会社

味の素株式会社

ウイダーｉｎゼリー

アジシオ® 300ｇ袋

事例説明

効果

事例項目

薄肉化
<内袋のフィルム>
35マイクロメートル⇒30マイクロメートルに
14.3％削減
<1製品当り>
22.0ｇ→19.3ｇに1.7g、12.3％削減

薄肉化

薄肉化

包装機におけるフィルムの蛇行を改善し、 フィルム使用重量（実測値） 4.3％削除
カット
幅
カット
フィルム寸法(幅)を見直す事で材料使用量 幅
230ｍｍ×210ｍｍ ⇒ 220ｍｍ×210ｍｍ
を削減。

チョコモナカ ジャンボ

コンパクト化

コンパクト化

外袋寸法を、横30ｍｍ、縦8.5ｍｍ縮小した。 包材重量を38％削減
13トン/年のプラスチック重量を削減

味の素ｋｋ 惣菜中華の素 具だくさ 味の素株式会社
ん麻婆春雨(甘口・辛口)

森永製菓株式会社

コンパクト化

外袋寸法を210ｍｍ×165ｍｍから200ｍｍ 包材重量を約1ｇ/袋、11％削減
×160ｍｍに縮小し、紙の入った４層構成 5トン/年のプラスチック重量を削減
から、紙を抜いた3層構成に変更した。
レトルトパウチ寸法を155ｍｍ×120ｍｍか
ら150ｍｍ×115ｍｍに縮小し、材質構成を
ナイロン抜きの3層構成に変更した。

内袋を4方シール袋からピロー袋に変更し (1)内袋の包材重量が8.5％削減され、販売 コンパクト化
た。外袋の紙の材質も変更した。
計画量から推定すると、2008年度における
プラスチックの使用量を2.2トン/年削減の
見通し
(2)外袋の材質変更により紙の重量が
14.9％削減され、紙の使用量も6.8トン/年
削減の見通し
断熱紙カップを使用し、かつ、バリア構成に 個包装をなくし、プラスチック重量を10～
コンパクト化
することにより、個包装入りの食材を直詰 15％削減
めとした。

ウイダーｉｎゼリー各商品のアルミパウチを 重量を約12％削減
薄肉化。

シート成形トレイの肉厚を、強度を検証しな 使用樹脂量 22g⇒19gに3g、約13.6％削減 薄肉化
がら段階的に薄くし、使用樹脂量を削減し
た。

内袋のフィルムを薄肉化した。

具材のパウチをアルミの４層から、透明包 5.33ｇ/枚⇒4.54ｇ/枚に約15％削減
材の３層パウチに変えることにより、包材重
量を軽量化した。
(アルミを省き透明包材にすることで、中身
を見えるようにし、残すことなく利用すること
ができるようになった。)

味の素ｋｋ 惣菜中華の素 ふんわ 味の素株式会社
りかに玉用

味の素株式会社

株式会社ロッテ

450円チョコパイパーティ パック

クノール®スープブラン

江崎グリコ株式会社

パティーナ

会社名（推薦会員）

江崎グリコ株式会社

品名

炊き込み御膳

【食品】

トレイ肉厚0.40㎜→0.35㎜に薄肉

写真
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事例項目

（1）シリーズ５品とも､フィルムサイズを削減 （1）ピロー包材フィルムのサイズを小さく
軽量化
（2）製造ラインの工夫により「トレイ無し」に し、フィルム重量を0.3ｇ/パック、9.1％軽量 コンパクト化
変更
化
（2）紙トレイ10.3ｇ/枚を削減

ソフトベーグル(個食)シリーズ
日本ハム株式会社
(「ソフトベーグル」「Ｗベリーベー
グル」ほか全５品)

（1）外袋 4.9ｇ⇒4.1ｇに0.8g、16％削減
軽量化
（2）内袋 1.7g ⇒1.3g に0.4g、24％削減
コンパクト化
トータルで8トン/年のプラスチック重量を削
減

（1）外袋のトップシール幅を20ｍｍ縮小し
た。
（2）内袋のエンドシール幅4ｍｍ縮小し、ア
ルミ箔、シーラントのＬＬＤＰＥを薄肉化し
た。

クノール® フリーズドライスープ5食 味の素株式会社
入り袋(４品種)

軽量化
コンパクト化

株式会社マルハニチロ食品
（社団法人 日本冷凍食品協会）

いか天ぷら

トレイのサイズを見直しコンパクト化すると （1）プラスチックトレイ
ともにパッケージフィルムも小さくすることで 7.0ｇ⇒6.3ｇに0.7g、10.0％削減
プラスチック重量を削減。
（2）パッケージフィルム
3.5ｇ⇒3.3ｇに0.2g、5.7％削減
（1）（2）合計でプラスチック使用量
10.5ｇ⇒9.6ｇに0.9g、8.6％削減

お菓子の形状をスリム化することにより、ト 1製品当たり 0.19ｇ、7.6％のプラスチックを 軽量化
レイ及び包装の縮小化を実現。
重量を削減
コンパクト化
トレイ：148×40×11⇒143×38×13(ｍｍ)
重 量：1.5ｇ ⇒1.3ｇ
サック：182×50×17⇒174×49×18(ｍｍ)
重 量：0.99ｇ ⇒1.0ｇ

軽量化 薄肉化

軽量化 薄肉化

軽量化 薄肉化

江崎グリコ株式会社

1製品当り4.7g削減
1製品当り1.0g削減

容器の形状を工夫し、強度を維持しつつ薄 容器の重量を約20％削減
くし軽量化した。(内容量は同じ)

プラスチックボトルの形状を改良することで プラスチック使用量を1製品当り0.5g削減
肉厚の均一化が図れ、薄肉化を実現。
これによりプラスチック製容器包装の軽量
化を実現。

本体容器とラベルを一体成型する方式を 容器本体のプラスチック使用量を約12％削 軽量化 薄肉化
採用することにより、ラベルも容器の一部と 減
して容器の薄肉化を図り、プラスチックの使
用量を削減した。

コンパクト化

アーモンドプレミオ小袋

明治製菓株式会社

キシリッシュボトル

効果
パウチ重量を約2％削減

（1）2パーツからなっていたキャップを1パー （1）キャップ
ツにする事で、プラスチック使用量の削減 （2）ボトル
した。(また、太口・細口の2ＷＡＹキャップに
することにより、使用用途に応じての使い
分けが可能となった)※右記製品４品
（2）プラスチックボトルの薄肉化によりプラ
スチック使用量の削減を図った。※200g製
品2品

森永製菓株式会社

森永ラムネシリーズ

事例説明
レトルトカレーパウチの内容量を変えずに
縦横2ｍｍずつ小さくした。

森永ケーキシロップシリーズ（４品） 森永製菓株式会社

株式会社ロッテ

粒ガムファミリーボトル群
(キシリトール、アクオ、プラスX等)

会社名（推薦会員）

明治製菓株式会社

品名

銀座カリー

【食品】

≪製品ラインナップ≫
■ケーキシロップ
〈メープルタイプ〉200g
■チョコレートシロップ200g
■カラメルシロップ150g

容器成型後 ラベル

写真

15mm小さくリニューア

容器とラベルを一体成
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効果

今川焼き あずき
スタードクリーム

日本ハム株式会社

今川焼き カ 株式会社ニチレイフーズ

中華名菜シリーズ
(「酢豚」「八宝菜」「エビチリ」ほ
か全２１品)

事例項目

軽量化
コンパクト化

軽量化 減容化
コンパクト化

（1）ＰＰから再生ＰＥＴトレイを使用すること 軽量化 薄肉化
により重量を３ｇ/枚、30％削減
再生プラスチッ
（2）ピロー包材フィルムの厚みを5マイクロ クの利用
メートル薄くして、重量を0.5ｇ/パック、8％
軽量化

（1）トレイに商品を5個並べて外側からピ
（1）トレイは5.4gをゼロに削減
ロー包装を施していたが、包装機を改良す （2）ピロー包装は重量比
ることでトレイを外した。
あずき 0.77g、20.5％削減
（2）ピロー包材をコンパクト化した。
クリーム 0.89g、23.6％削減

（1）再生ＰＥＴトレイを採用することで、強度
アップが図れ、薄肉化とともに軽量化でき
た。(ＰＰ⇒再生ＰＥＴ)
（2）ピロー包材フィルムの薄肉化(PP層の
厚みを薄くした)

フジパン株式会社
包装機を改良することによりトレイを無くす トレイの使用を無くした
（一般社団法人 日本パン工業会） ことが可能になった。

事例説明
製品を横向きから立て向きに入れること
1個あたりに使用しているプラスチック容器 軽量化
で、重なり防止用プラスチック製トレイを省 包装の総重量を64.7％削減(約226トン/年 コンパクト化
くことができた。さらに袋のピッチを短くする 間削減)
ことで製品の動きを抑え、袋の重量も軽量
化できた。

パンケーキメープル＆マーガリン

会社名（推薦会員）

山崎製パン株式会社

品名

シュガーロール(６個入り

【食品】

写真
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聘珍茶寮 ジャスミン茶 500ｍｌ Ｐ ダイドードリンコ株式会社
ＥＴ
(全国清涼飲料工業会)

事例項目

【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トン
（2010年）

【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トン
（2010年）

開けやすさの改良と同時に軽量化を図っ
た。

蕃爽麗茶
株式会社ヤクルト本社
(400ml、500ml、2,000mlPET容器)

年間削減量：134kg

軽量化

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

易分別性

コンパクト化
薄肉化

コンパクト化
薄肉化

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

ラベル重量が、2.0ｇ/枚から1.6ｇ/枚へ軽量 省略化
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

アサヒ飲料株式会社
シュリンクラベルとしての機能を損なわない (１)ラベルの厚み：50マイクロメートル⇒45 薄肉化
(社団法人 全国清涼飲料工業会) 範囲で、植物由来原料のポリ乳酸の配合 マイクロメートル(10%薄肉化)
を約2倍にし、かつ、薄肉化を図ることでＣ (２)植物由来の原料を約2倍にアップ：25％
Ｏ２排出抑制と石油由来資源の使用量削 ⇒50％
減を可能とした。
(３)ＣＯ２排出抑制：約1.3㎏／ラベル1㎏の
ＣＯ２の排出抑制が可能。（従来のポリスチ
レン系ラベルと比較するとラベル1kgあたり
約4.1㎏のＣＯ２の排出抑制）

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。

十六茶PET500ml

効果

ラベル中央に切れ込みを入れ、より見やす リサイクル推進に寄与
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。

【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。

ネスカフェクリアテイスト 低糖900ｍｌ ネスレ日本株式会社
ネスカフェクリアテイスト 無糖900ｍｌ (全国清涼飲料工業会)

ダイドードリンコ株式会社
(全国清涼飲料工業会)

【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。

ダイドードリンコ株式会社
(全国清涼飲料工業会)

葉の茶朝摘み 450ｍｌ ＰＥＴ

スピードアスリート 500ｍｌ PET

【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。

ダイドードリンコ株式会社
(全国清涼飲料工業会)

おいしい麦茶 500ｍｌ ＰＥＴ

シュリンクラベルの長さを160mmから
124mmに短縮化を行った。

花王株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

事例説明
ボトルは側面パネル形状を改良し、キャッ 【2005年実績】
コンパクト化
プとラベルは薄肉化することで軽量化した。 ボトル：発売当初との比較で１本あたり10ｇ 薄肉化
ボトル肩部に凹みを付け、ラベルを剥がし （約20％）の軽量化
【2009年実績】
易いように改善した。
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

ヘルシアスパークリング

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)

商品名

ブレンディ ボトルコーヒー９００ml
PETボトル

【飲料】

写真
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商品名

会社名（推薦会員）

事例説明

効果

事例項目

UCC上島珈琲株式会社
(１)ペットボトルの胴部分にくびれを入れる (１)折りたたみボトルを採用で、5.0ｇ軽量化 軽量化
(社団法人 全国清涼飲料工業会) ことで、軽量化・省資源化を行った。
(２)ハーフシュリンク化で、フィルム使用量 コンパクト化
(２)ハーフシュリンク化により使用フィルム を約50％削減
量を削減した。

株式会社ヤクルト本社

お茶（280ml ＰＥＴ容器）

宝酒造株式会社
（凸版印刷株式会社）

酒類ＰＥＴボトルの易分離キャップ
(離サイクルンキャップ)

使用後にボトルから容易に分離できるＰＥＴ 本みりんと料理清酒ペットボトルに｢はずせ 易分別性
ボトル用のプラスチックキャップ。ＰＥＴボト るキャップ｣を採用し、お客様の分別作業を
ルのリサイクルを容易にした。
容易にした。

易分別性

キッコーマン株式会社
（株式会社吉野工業所）

「 本つゆ 」耐熱ＥＣＯキャップ

使用後のペットボトルからキャップを容易に （１）単一材料の一体成型品
はずせるようにした。
(従来：異材質の2パーツ仕様)
（２）製品重量： 8.1ｇ(従来品：7.6ｇ)
(重量増加率； 6.6％)

キリンビバレッジ株式会社
ペコロジーボトル(キリン生茶２Ｌボトル等) ラベル１枚当たり1ｇ削減で約40％の軽量化 軽量化
易分別性
（社団法人 全国清涼飲料工業会） に採用している「ロールラベル」は、従来の
シュリンクラベルと比べて約40％の軽量化
を実現した。また、シュリンクラベルと比べ
てはがしやすくなり、空容器を分別排出す
る際のお客様の負担を軽減し、リサイクル
の促進にもつながっている。

キリン生茶2Ｌボトル等

再生ＰＥＴラベルの利用(ラベルに「ＰＥＴボト 再生ＰＥＴを使用することで、資源の有効活 再生プラスチッ
ル再生利用品」マークを表示)
用が図れた
クの利用

コンパクト化

UCC THE COFFEE 微糖、低糖
PET 900ml

ボトルを肉薄化することで、容器使用樹脂 容器使用樹脂量を10％削減
量を削減した。

サンスター株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

健康道場 おいしい青汁

コンパクト化

薄肉化

UCC上島珈琲株式会社
ハーフシュリンク化により使用フィルム量を フィルム使用量を約50％削減
(社団法人 全国清涼飲料工業会) 削減した。

従来のラベルの厚みを50マイクロメートル ラベルを50マイクロメートル⇒40マイクロ
⇒40マイクロメートルに薄肉化を実現した。 メートルに薄肉化、重量は0.3g/枚の軽量
化
年間樹脂削減量は、40トン（18％）の環境
負荷低減

UCC カフェインレス珈琲 無糖
PET900ml

ヘルシア緑茶、ヘルシアウォーター 花王株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

【飲料】

分別用タブ

写真

キャップとPETボト
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会社名（推薦会員）

花王株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

効果

事例項目
コンパクト化

花王株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

花王株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

牛乳石鹸共進社株式会社

牛乳石鹸共進社株式会社

ビオレマシュマロホイップ

メリットシャンプー＆リンス ブラシ
付きセット

ミルキィ ボディーソープ ボトル

キューピー全身ベビーソープ【泡タ
イプ】詰替用パウチ

花王株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

従来のPPクリアケース（275マイクロメート 省略化
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

詰め替え用パウチを薄くすることで使用樹 使用樹脂量をパウチ1枚につき2.7g、23％
脂量を削減した。
削減

薄肉化

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

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。

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
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

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） 詰め替え
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

その他

1.真空成型トレイ （PP 4.0ｇ）：削除
省略化
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％

ビオレボディデリ泡立つリキッド洗
浄料

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。

レーザーカットによる易開封機構を採用し、 胴部フィルム厚み： 従来 165マイクロメート 薄肉化
中間層の直進カット性OPPフィルムを廃止 ル⇒新 145マイクロメートル（12％削減）
することで、パウチ胴材の薄膜化を実施し パウチ重量 ： 6％削減
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

本品からスパウトと肩カバーを取り外して ＜内容量＞
再使用するエアゾール形態の付け替え製 本
品：170ｇ
品を発売した。
つけかえ：230ｇ
＜削減量＞
1回使用当たり、CO2を3.5ｇ（20.7％）削減

花王株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

事例説明
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。

ソフィーナ ボーテ 泡マッサージ 花王株式会社
ケア洗顔料 つけかえ
(日本石鹸洗剤工業会)

セグレタヘアエステ

(日本石鹸洗剤工業会)

ワイドハイター（粉末タイプ）つめかえ用 花王株式会社

アタックNEO

【石鹸・化粧品 他】 商品名

＜本品

ǹȪȸȖ

写真

＜つけかえ＞

ǹȪȸȖ
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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。
ﾎﾟﾝﾌﾟ容器のバージ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 ）
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

容器の形態変更により樹脂使用量削減し
た。
<変更前>ジャー容器
<変更後>チューブ容器

パッケージの形状を変更することで、容器 パッケージ重量：16.8g⇒15.8g(約6％)削減 コンパクト化
の重量を削減した。

アリエールイオンパワージェルプラス 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)

株式会社ヤクルト本社

ポンプ容器商品 （10品）

リベシィホワイト クリーム（ミニチュ 株式会社ヤクルト本社
アサンプル）

Dove 洗顔フォームシリーズ

ユニリーバ・ジャパン株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

パラビオ化粧水、乳液（トライアル商 株式会社ヤクルト本社
品）

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。

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)

さらさ (洗濯洗剤 詰め替え袋)

年間削減量：1129 kg

年間削減量：991kg

（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

省略化

省略化

コンパクト化

詰め替えパウチの容器を約5％削減（約
コンパクト化
19g⇒約18g）
<高さ約275mmx幅約160mmｘガセット約45
㎜>⇒<高さ約272mmx幅約150mmｘガセット
約40mm>

詰め替えパウチの容器を約5%削減（約19g コンパクト化
⇒約18g）
<高さ約275mmx幅約160mmｘガセット約45
㎜>⇒<高さ約272mmx幅約150mmｘガセッ
ト約40mm>

コンパクト化

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

商品のリニューアルにともない、レフィル商 使用樹脂量50g⇒14g（72％）削減
品を付け替え容器から詰め替え容器に変
更した。

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。

株式会社資生堂
(日本石鹸洗剤工業会)

事例項目
薄肉化

マシェリ エアフィールシャンプー

効果
容器使用樹脂量を0.5ｇ削減（17％削減）

株式会社資生堂

事例説明
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。

アクアレーベル（スキンケア）

会社名（推薦会員）

サンスター株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

Ｄｏクリア子供ハブラシ

【石鹸・化粧品 他】 商品名

※イメージ図

①ﾊﾟﾗﾋﾞｵ化粧水

シュリンク
シール

プラスチック

②ﾊﾟﾗﾋﾞｵ乳液

帯ｼｰﾙ

フィルム包

写真
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つめかえ用パウチの厚みを35マイクロメー プラスチック使用量を11.4g⇒9.0gに、2.4g
トル薄くした。
(21％)削減

おふろのルックつめかえ用

容器として十分な強度、外観を維持したま ボトル重量を約8％削減
ま軽量・薄肉化を実施し、結果として材料
削減が実現した。

株式会社資生堂
(日本石鹸洗剤工業会)

ツバキコンディショナー Ｎａ

容器重量を48ｇ⇒43ｇに、5g（10％)削減

ケースを肉薄化することで、容器使用樹脂 容器使用樹脂量を18％削減
量を削減した。

サンスター株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

ガム歯間ブラシＬ字型

使用樹脂量を削減した。

充填時の液面高さに対するパウチ高さの 充填時の液面高さに対するパウチ高さの
関係を見直して、パウチ高さを5ｍｍ削減し 関係を見直して、パウチ高さを5ｍｍ削減
た。

アタック高活性バイオジェルＥＸつめ 花王株式会社
かえ
(日本石鹸洗剤工業会)

ユニリーバ・ジャパン株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

Dove モイスチャーバランスケア
シャンプー/コンディショナー ポン
プボトル550

プラスチックの使用量を約60％削減

容器及びキャップの肉厚を薄くすることに
よって、重量減を行った。

Lux スーパーダメージリペア 集中 ユニリーバ・ジャパン株式会社
補修ヘアパック 90ｇ
(日本石鹸洗剤工業会)

ライオン株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

ハミガキの集積トレイの厚みを薄くして、使 トレイ厚み 800マイクロメートル⇒700マイ 薄肉化
用樹脂量の削減を行った。
クロメートル、12％削減

クリアクリーンハミガキスタンディン 花王株式会社
グ 140ｇ
(日本石鹸洗剤工業会)

コンパクト化

コンパクト化

コンパクト化

薄肉化

薄肉化

薄肉化

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

つめかえ用ボディシャンプーの袋の材質を プラスチックフィルムを20％削減するととも 薄肉化
プラスチック・アルミ積層フィルムからアルミ に、アルミの使用量も削減
蒸着プラスチックフィルムに変更すること
で、プラスチックフィルムを薄肉化し、アルミ
の使用量削減を計った。

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。

株式会社ヤクルト本社

事例項目

ポッシュママ

効果

ライオン株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

事例説明
製品改良に合わせてブリスターケースの形 ケース用樹脂：A-PET⇒再生PET（100％） 再生プラスチッ
状を工夫することで、落下強度を維持し、
クの利用
使用樹脂を再生PETに変更できた。

トップ ＮＡＮＯＸ

会社名（推薦会員）

ライオン株式会社

バンデオドラントミスト

【石鹸・化粧品 他】 商品名

写真

5mm高さダウ
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効果

事例項目
コンパクト化

コンパクト化
複合材質化

その他

軽量化

軽量化

軽量化

トレイ１７ｇとシュリンクフィルム4ｇの樹脂量 軽量化
削減

６本集積包装を廃止することで、トレイと
シュリンクフィルムの樹脂量を削減した。

ビオレメイク落とししっかりクリアジェ 花王株式会社
ル

エアゾール缶の形状を工夫することでオー 使用樹脂量を肩カバー分8ｇ削減
バーキャップを缶に直接装着することが可
能となり、キャップ嵌合や加飾の役目を果
たしていた肩カバーを廃止することで、使
用樹脂量を削減した。

ベビー用紙おむつである「ムーニーマンス 製品1枚当たりの必要容器包装重量を
リムパンツ」は従来の製品よりも吸収体の 25％削減した。
厚さを大幅に圧縮することにより、製品１枚
当たりの必要容器包装重量を削減した。

PTPシート10枚束バンディング品を5束ピ ポリプロピレンフィルム（幅 340 mm × 厚さ その他
ロー包装(プラスチック袋)していたものを廃 30 マイクロメートル）の廃止
止、バンデイング品を直接紙箱に詰めるこ 使用量年間 13,000m ⇒ 0
ととした。

各製品に各々1袋づつ添付していた携帯袋 対象製品（全10製品）より、携帯袋が削除
を、省資源と環境を配慮し添付することを
中止した。携帯袋：材質：ＰＥ形状：150mm
×85mm

一部の歯磨きトレイに再生材を使用しまし コストを削減するとともに、資源の有効活用 再生プラスチッ
た。
を図った
クの利用

ボトルの把手をなくしても持ちやすい形状 容器プラスチック使用量14％削減
にすることで、ボトルに使用するプラスチッ
ク量を減らした。

容器の透明部分には、ペットボトルをリサイ 簡単につぶして捨てられ、ゴミの量を軽減 軽量化
クルした再生プラスチックを採用し、肉厚を するなど、容器の簡素化と軽量化を行うこ 再生プラスチッ
薄くした。
とで省ゴミを実現
ク利用

ディスペンサーをピストンタイプからポンプ 使用樹脂量を54ｇ、45％削減
タイプへ機構変更することで、使用樹脂量
を削減した。

花王株式会社

サクセス育毛トニック

事例説明
パウチ形状を見直しすることで、容器使用 容器使用樹脂量を4％削減
樹脂量を削減

ビオレメイク落とししっかりクリアジェ 花王株式会社
ル

ユニ・チャーム株式会社
（社団法人日本衛生材料工業連
合会）

グラクソ・スミスクライン株式会社
(日本製薬団体連合会)

フルタイド® 50エアー、ディスカス
等

ムーニーマンスリムパンツ

ライオン株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

システマ歯磨き用トレー

アステラス製薬株式会社
(日本製薬団体連合会)

ライオン株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

香りとデオドラントのソフラン

プリンペラン錠５、ソランタール錠
100mg

エステー株式会社
（凸版印刷株式会社）

消臭剤の軽量容器

会社名（推薦会員）

サンスター株式会社
(日本石鹸洗剤工業会)

トニックシャンプー詰替えパウチ

【石鹸・化粧品 他】 商品名

ピストンディスペン

肩カバーあり

ポンプディスペン

肩カバーなし

エアゾールの肩カバー廃止（廃出時の分別にも

写真
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ジョンソン株式会社

東都成型株式会社
（日本ポリエチレン製品工業連合
会）

ライオン株式会社

ライオン株式会社

化粧液用 容器 10ml～30ml

デンターシステマハブラシ

アクロンつめかえ用

ジョンソン株式会社

液体ガラスクルー 本体

液体ガラスクルー つめかえ

ユニリーバ・ジャパン株式会社

ラックス スーパーリッチシャイン

ジョンソン株式会社

ユニリーバ・ジャパン株式会社

ラックス スーパーリッチシャイン

液体ガラスクルー つめかえ

花王株式会社

ワイドハイター濃縮ジェル

会社名（推薦会員）

花王株式会社

ビオレｕ

【石鹸・化粧品 他】 商品名

年間樹脂削減量(平成19年度販売実績数
より算出)11トン

ストロー付きパウチ 11ｇ
ストロー無しパウチ 10ｇ
1g、9.1％削減

40.6ｇ/520ml
11.0ｇ/400ml
約64.8％削減
（＊520ml換算：14.3ｇの比較）

HDPE半透明容器
スタンディングパウ

薄肉化

軽量化

軽量化

軽量化

軽量化

軽量化

つめかえ用パウチの厚みを20マイクロメー 使用樹脂量 11.5g⇒10.5gに1g、13％削減 薄肉化
トル薄くした。

ブリスタードームの厚みを50マイクロメート 使用樹脂量 0.5g、17％削減
ル薄肉化した。

容器の重量を12％削減した。

商品のリニューアルの際に、パッケージ全
般の見直しを行い、従来の「つめかえ用
HDPE半透明ボトル＋キャップ」から「つめ
かえ用スタンディングパウチ」に変更するこ
とにより、容器使用樹脂量を大幅に削減す
ることができた。
ストロー付きスタンディングパウチで導入し
たが、注ぎ口の形状の工夫によりストロー
を無くし、樹脂量を削減した。(他のスタン
ディングパウチ商品にも採用)

商品のリニューアルの際に、パッケージ全 HDPE半透明ボトル
43ｇ
般の見直しを行い、HDPE(ポリエチレン)半 PET透明ボトル
35ｇ
8g、18.6％削減
透明ボトルからPET透明ボトルに変更する
ことにより、容器使用樹脂量を削減するこ
とができた。

リフィルパウチの層構成を変更することで、 使用樹脂量を20％削減
使用樹脂量を削減した。

プロモーションパックの形状・材質を変更す 使用樹脂量を60％削減
ることで、使用樹脂量を削減した。

軽量化

事例項目

キャップの形状を工夫し、嵌合方法を変更 ボトルとキャップで5.1ｇ、8％削減
することでボトルとキャップの使用樹脂量を
削減した。

効果
軽量化

事例説明
パウチの全体寸法の見直しや注ぎ口の形 使用樹脂量 11.5g⇒10.8gに6.1％削減
状を工夫することで、樹脂量を削減した。

透明ケース部分の厚みを削減

ボトル、キャップをネジ式から打ち込み式に

写真
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内容物を濃縮化して、容器をコンパクト化
することで、容器使用樹脂量を削減した。

花王株式会社

ライオン株式会社

サンスター株式会社

ハミング 1/3

濃効パイプマン

ＧＵＭデンタルハブラシ等

薄肉化

薄肉化

薄肉化

ブリスター成形品の厚みを薄くして使用樹 使用樹脂量を0.5ｇ、17％削減
脂量を削減するとともに、再生材料を使用
した。

軽量化 薄肉化
再生プラスチッ
クの利用

コンパクト化

1回使用量当たりの相対樹脂量を39％削減 コンパクト化

一般的なＧＬ－Ｃボトルの性能
薄肉化
ガラスびんに比較し重量は1/5以下
ラミネートボトルに比較し樹脂使用量が約
30％減

中身を濃縮化することで、容器をコンパクト 容器プラスチック使用量を34％削減
化した。

オーラルケア商品の薬効成分の吸着透過
防止を目的に、ＰＥＴボトルの内面にセラミ
ミック蒸着加工を施したプラスチックボトル
(ＧＬ－Ｃボトル)。

ファブリーズ詰め替えパウチの詰め替えを パウチ重量を6％削減
し易くするとともに、使用フィルムを薄肉化
した。

キャップの薄肉化により使用樹脂量を削減 使用樹脂量を0.4ｇ、6％削減
した。

詰め替えパウチを薄くすることで使用樹脂 使用樹脂量を1.7ｇ、15％削減
量を削減した。

オーラルケア商品のセラミック蒸着 ジョンソン･エンド･ジョンソン株式
ボトル(ＧＬ－Ｃボトル)
会社（凸版印刷株式会社）

プロクター・アンド・ギャンブル・
ジャパン株式会社

サンスター株式会社

ＧＵＭデンタルリンス

ファブリーズ詰替パウチ

サンスター株式会社

トニックシャンプー詰替えパウチ

薄肉化

サンスター株式会社

歯磨き集合トレイ

歯磨き集合トレイの薄肉化により使用樹脂 トレイ樹脂量を3ｇ、17％削減
量を削減した。

薄肉化

商品のリニューアルの際に、パッケージ全 LDPE製スクリューキャップ 4.0g
般の見直しを行い、キャップの材質を変更 PP製スクリューキャップ
3.2g
0.8g、20％削減
し、肉厚を薄くすることにより軽量化を図る
ことができた。

ジョンソン株式会社

事例項目

カビキラーつけかえキャップ

効果
薄肉化

事例説明
包装機の性能を向上させることにより、材 使用樹脂量 6.9g⇒6.2gに0.7g、10.1％削
質構成・寸法を見直すことが出来た。パウ 減
チの高さを10ｍｍ低くし、厚みを10マイクロ
メートル薄くした。

会社名（推薦会員）

キレイキレイ薬用ハンドソープつめ ライオン株式会社
かえ用

【石鹸・化粧品 他】 商品名

容器重量
89g

1回使用量当たりの
相対樹脂量

100

gases

Power

Bottle
Power

ニューハミング

LDPE製スクリュー
キャップ

LDPE製スク
リュー

写真

(PET ,PE , etc.)

Substrate

容器重量
56g

61

ハミング1/3800ml

SiOx

キャップ

PP製スクリュー
キャップ
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ライオン株式会社

キレイキレイ薬用ハンドソープ

サンスター株式会社

ライオン株式会社

東都成型株式会社
（日本ポリエチレン製品工業連合
会）

株式会社ヤクルト本社

ライオン株式会社

トニックシャンプー

ふんわりソフラン

台所用液体洗剤容器 Ａ 、Ｂ

パラビオ モイスチュアファンデー
ション
パラビオ モイスチュアファンデー
ション(プロ仕様)

ＣＨＡＲＭＹ泡のチカラ

キュレル薬用シャンプーつめかえ用 花王株式会社
（株式会社吉野工業所）

ライオン株式会社

トップ浸透ジェル

効果

5.8g×210,000個＝1,218kg使用

（1）Ａ バージン樹脂代替量
93トン
(平成19年度販売実績数より算出)
（2）Ｂ バージン樹脂代替量
34トン
(平成19年度販売実績数より算出)

台所洗剤ボトルに使用しているＰＥＴ樹脂に 再生PET樹脂を15％以上使用
再生材を使用した。

再生ＰＥＴを中枠に使用した。

（1） Ａ 再生材(ＰＥＴ)を30％使用した。
（2） Ｂ 再生材(ＰＥＴ)を30％使用した。

詰め替え

再生プラスチッ
クの利用

再生プラスチッ
クの利用

再生プラスチッ
クの利用

本体容器のプラスチック使用量を33％削減 詰め替え
コンパクト化

詰め替えパウチを発売することで容器使用 100ml当りの使用樹脂量を12ｇ、85％削減
樹脂量を削減した。

中身を濃縮化することで容器をコンパクト
化した。
また詰め替え用を品揃えした。

詰め替え

詰め替え

使用樹脂量は本品ボトルの約24％と詰め 詰め替え
替え用パウチとほぼ同じ。
ラベル込みで 14.5ｇ （単体重量：13ｇ）

本体ボトルの口径を大きくし、パウチからの 本体ボトルの口径：20ｍｍ⇒28ｍｍ
詰替え性を向上させた。
又、ポンプヘッド天面を平らにし、詰替え時
に回りを汚さない様、逆さに置ける工夫をし
た。
開け易く詰め替え易い容器を開発した。

事例項目
軽量化 減容化

ポンプ品に対比し、重量89％削減、排出時 詰め替え
容積99％削減

総重量を5%削減
年間樹脂削減量(平成19年度販売実績数
より算出)2トン

衣料用液体洗剤のつめかえ用(600ml)に特 プラスチック使用量：重量8％削減
大パウチ(1500ml)をアイテム追加した。
(単位ml当たりの換算重量比)

ポンプ品250mlにつめかえ用パウチ200ml
を品揃えした。

ライオン株式会社

キレイキレイ薬用泡ハンドソープ

事例説明
キャップに計量機能を持たせ、計量用の
カップを廃止した。

会社名（推薦会員）

沐浴剤 容器200ml、500ml キャッ 東都成型株式会社
プ一式
（日本ポリエチレン製品工業連合
会）

【石鹸・化粧品 他】 商品名

容器重量
135g

容器重量
91g

商品（セット内容）

ポンプ品

写真

中枠

詰め替え

詰め替え用パウチ
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味の素株式会社

骨粗鬆症治療剤アクトネル錠®
17.5mg

リンスのいらないメリットシャンプー 花王株式会社

プロクター・アンド・ギャンブル・
ジャパン株式会社

食器洗剤 ジョイ

会社名（推薦会員）

ライオン株式会社

トップ

【石鹸・化粧品 他】 商品名

内容物を新たに開発し、シャンプーにリン
ス機能 を持たすことで２種類の商品を１つ
にした。

容器使用樹脂量を50％削減

その他

薬の包装形態のひとつに、飲み方や注意 「差し込み式」にすることで、プラと紙を容易 易分別性
点を記載した紙製の台紙「錠剤ホルダー」 に分別排出できるようにした。
に、薬剤の入ったPTPシートが挟み込まれ
た「パッケージ付きPTP」がある。PTPシート
(プラスチック製)と錠剤ホルダー(紙製)とが
糊付されて分別排出が困難だったものを糊
付けせず「差し込み式」に変更した。

再生プラスチッ
クの利用

事例項目

ジョイは本体、詰め替えともにＰＥＴボトルを 再生ＰＥＴ樹脂を50％使用
使用している。
包装材料メーカーとの開発によって、再生
ＰＥＴ樹脂を50％使用したボトルを導入し
た。

効果
再生プラスチッ
クの利用

事例説明
衣料用粉洗剤用スプーンに家電リサイクル 再生プラスチックの活用
樹脂を使用した。

シャンプー

再生樹脂未添加

リンス

写真

リンスインシャン

家電リサイクル樹脂活用
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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。
平成21年度回収量 7,095トン
（19.5年間延べ回収量 85,759トン）

APFCシリーズ（１軸延伸PET）

中央化学株式会社

中央化学株式会社

中央化学株式会社

リスパック株式会社

フードパック大浅Ｌ

パノラック20-13Ｌ

ＣＴガチ弁 IK23-17C2 BK 身

クリーンカップＭＰＲ１３－２３０Ｂ

発泡スチロールトレー回収・リサイク 株式会社エフピコ
ル（エコトレー）

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。

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。

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。

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。

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。

PSPもり１００シリーズ（高発泡製品） 株式会社エフピコ

株式会社エフピコ

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。

株式会社エフピコ

事例説明

効果

事例項目

薄肉化

薄肉化

薄肉化

再生プラスチッ
クの利用

薄肉化

複合材質化

複合材質化

薄肉化

容器を潰すことで約50％以下の大幅なゴミ 減容化
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）

16ｇ⇒14ｇ（12.5％軽量化）

13ｇ⇒12ｇ（7.7％軽量化）

7.4ｇ⇒6.4ｇ（13.5％軽量化）

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トン削減
（2）CO2削減効果：3万トン‐CO2削減

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％

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％

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％

製品の強度を上げるため、蓋側面に リブ 同サイズの製品重量比較
を施すことで従来製品よりシートの薄肉化 旧製品：SA－２０
16.10ｇ
を実現した。
新製品：SAV－２０ 11.35ｇ
削減量：約30%

マルチFPシリーズ（耐熱、耐寒
PSP）

会社名（推薦会員）

株式会社エフピコ

SAVシリーズ（OPS嵌合フードパッ
ク）

【容器包装】 商品名

潰し方

容器をつぶす
堆積が約50%
以下になる

写真

55

中央化学株式会社

ＣＮａトレー 20-10Ｆ キソ ウチ

中央化学株式会社

株式会社エフピコ

株式会社エフピコ

東罐興業株式会社

透明容器 APサラダ‐23

エコトレー

ロックコンテナ

中央化学株式会社

ＣＳＲ・Ｎ15-10Ｆ

ＣＦ磯波 2-1 鴨川 身Ｌ

ＣＴ ＷＦ－２２Ｂ－２７ 赤木目－Ｂ 中央化学株式会社
Ｋ身Ｌ

リスパック株式会社

クリーンカップＡＰＴスリム320 ＯＣ

会社名（推薦会員）

リスパック株式会社

クリーンカップＡＰＴスリム320ＢＡ

【容器包装】 商品名

事例説明

効果

事例項目

当社の既存製品ＣＮトレーと軽量化したCN 軽量化
ａトレーの同一サイズ製品の重量を比較
25%の軽量化を実現
（1枚あたり）
ＣＮトレー20-10Ｆ
キソ ウチ 3.6ｇ
ＣＮaトレー20-10Ｆ
キソ ウチ 2.7ｇ
.
軽量化
0.9ｇ(25％)

(1)''92年の上市以来17年間で約34%の容器 軽量化・薄肉化
の軽量化を実現
コンパクト化
(2)従来品であれば100枚積み重ねた時の
スタックが800～900mmとなるところを、約
40％減の450～550mmに抑えている。

接着剤を使用しない特殊ロック機能を有し 容器を回転させると簡単に分離することで 易分別
た「プラスチック製容器と紙製容器の複合 きるため、使用後の分別が容易にできる。
容器」

(1)ラミネート技術を活用して、現在のＦＬＢ
シリーズへと進化させ、容器の軽量化・
ロースタック化を図っている。
(2)積み重ねを低くする（ロースタック化）製
品開発を成功させ、輸送コスト・配送セン
ター内での搬出入作業時間の大幅な短縮
を実現している。

樹脂シートを従来のものよりも薄くすること 製品重量を33.06ｇ⇒28.86ｇ、4.20ｇ（13％） 軽量化・薄肉化
で、強度を保ちながら製品重量の軽量化を 削減
実現した。

軽量化
薄肉化

既存製品と軽量化製品（同一サイズ製品） 薄肉化
の重量を比較
ＣＦ磯波 2-1 鴨川 身17ｇ/枚
ＣＦ磯波 2-1 鴨川 身Ｌ 12ｇ/枚
軽量化 5ｇ(29％)/枚

より強度がある形状に変更し、ＯＰＳシート 既存製品と軽量化製品(同一サイズ製品)
の薄肉化を実現した。
の重量を比較
ＣＳＲ15-10Ｆ
4.3ｇ/枚
.
ＣＳＲ・Ｎ15-10Ｆ 3.4ｇ/枚
軽量化 0.9ｇ(20％)/枚

原反シートを薄肉化し、29%の軽量化を実
現。

原反シートを薄肉化し、容器の軽量化を実 既存製品と軽量化製品（同一サイズ製品） 軽量化
現した。
の重量を比較
CT WF-22B-27 赤木目-BK身 21ｇ/枚
CT WF-22B-27 赤木目-BK身L 18ｇ /枚
軽量化 3ｇ(14％)/枚

原反シートの構造を改良して発泡度を高
め、25%の軽量を実現した。

容器の機能は変えることなく原材料を見直 容器重量を7.9g⇒6.2gに、1g(約20％)削減 軽量化
し、軽量化を図った。

容器の機能は変えることなく原材料を見直 容器重量を9.4g⇒6.1gに、3.3g(約30％)削減 軽量化
し、軽量化を図った。

'92年
'03年
'08年
'08年

エコＬＡシリーズ
エコＦＬＳシリーズ
エコＦＬＢシリーズ
エコＦＬＢシリーズ

RA・ＬＡシリーズ

ＣＳＲ15-10Ｆ

ＣＦ磯波 2-

CT WF-22B-

ＣＮトレー 20-10

ＣＳＲ15-10Ｆ

ＣＦ磯波 2-1

CT WF-22B-

ＣＮaトレー 20-

5.00g '00年 エコＬＳシリーズ4.50g
4.34g '07年 エコＦＬＢシリーズ 3.75g
3.52g '09年 エコＦＬＢシリーズ 3.31g
3.52g '09年 エコＦＬＢシリーズ 3.31g

エコＦＬＳ新シリーズ

写真

56

株式会社エフピコ

株式会社エフピコ

透明蓋（糸尻加工）

エコトレー

リスパック株式会社

ＭＫＵ95－300Ｂ

株式会社エフピコ

中央化学株式会社

CTF SFD 15-11SW

折皿シリーズ

中央化学株式会社

トレイCN20-13E

会社名（推薦会員）

株式会社エフピコ

エコトレー

【容器包装】 商品名

事例説明

効果

事例項目

(1)200ℓ入りドラム缶約94万本分の原油を その他
節約
(2)繰返しのリサイクルで、ゴミ減量化・省資
源化。社会コストも低減。
(3)軽量化とロースタック化は環境負荷を低
減させ、ＣＯ2削減にも寄与している。

薄肉化

（1）ラミネート技術を活用して、現在のＦＬＢ
シリーズへと進化させ、容器の軽量化・
ロースタック化を図っている。平成4年ＲＡ・
ＬＡシリーズ5.00ｇ→平成20年エコＦＬＢ新シ
リーズ3.52ｇ
（2）積み重ねを低くする(ロースタック化)こ
とで輸送コスト及び配送センター内での搬
出入作業時間の大幅な短縮を実現してい
る。

軽量化 薄肉化
コンパクト化

（1）16年間で約30％の容器の軽量化を実 軽量化 薄肉化
現
コンパクト化
（2）従来品であれば100枚積み重ねた時の
スタックが800～900ｍｍとなるところを、約
40％減の450～550ｍｍに抑えている。

（1）265アイテムを非発泡体(ＨＩＰＳ)から発 ＨＩＰＳトレ－(約21ｇ)⇒ＰＳＰトレ－(約7ｇ)
泡体(ＰＳＰ)にすることで、資源を節約(平成 約13ｇ、65％削減
17～19年度)。
（2）両面成型真空技術(特許取得)により、
片面成型真空では難しかった厚みの調整
を可能にし、強度を維持すると共にロース
タックにも成功。
（3）ラミネート加工技術で、強度を維持し軽
量化。

（1）樹脂シートを従来のものよりも薄くする ＰＳ樹脂からＰＥＴ樹脂に変更し、32マイク 軽量化 薄肉化
ことで、強度を保ちながら製品重量の軽量 ロメートルから23マイクロメートルへ29％薄
化を実現。
肉化
（2）天面外周に糸の様な細い特殊加工(糸
尻加工)を施すことで、シャープ感を保ちな
がら積み重ね強度を維持した。
（3）改善前の製品と同様に食品を入れて積
み重ねて販売する際にも強度的に問題な
し。

製品側面にリブを設け強度を高めて、薄肉 製品単重 2.2ｇ、22.2％削減
化した新商品【MKU95-300B】を平成20年1
月に上市した。

原反シートをハニカム構造に改善して、軽 当社既存製品CTデリカンと発泡素材使用 軽量化
量でも強度を保持できるよう改良し、さらに のCTF SFDの同一サイズ製品の重量を比
形状変更によって14％の軽量化を実現
較
CTデリカン15-11身 7.2ｇ/枚
CTF SFD15-11SW 5.5ｇ/枚
1.7ｇ、24％削減

原反シートをハニカム構造に改善して、軽 当社の既存製品CKトレイと軽量化したCNト 軽量化
量でも強度を保持できるよう改良し、さらに レイの同一サイズ製品の重量を比較
形状変更によって14％の軽量化を実現
CKトレイ20-13E 4.1ｇ/枚
CNトレイ20-13E 3.6ｇ/枚
0.5ｇ、14％削減

(1)両面にバージンフィルム使用。安心使用
に配慮した。
(2)回収量(18年半)は、東京ドーム12.9杯分
を回収した。

RA・LAシリーズ 5.00g

ＨＰＩＳト

バージントレー

ＰＳＰト

エコFLB新シリーズ 3.52g

写真
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メルシャン株式会社（凸版印刷株
式会社）

分別が容易なワインのバッグイン
ボックス(TL－ＰＡＫ)

会社名（推薦会員）

株式会社エフピコ

エコトレー

【容器包装】 商品名

事例説明

効果

<3Lサイズの家庭用バッグインボックス>
バッグインボックスは業務用が主力だが、
小型サイズについては、特に、家庭用(容リ
法対象)での易分離・易解体の配慮が必要
となるために開発した。

事例項目
再生プラスチッ
クの利用
リサイクルに適
した素材・材質

びんからの軽量化＋易解体
易分別性
(フランシア3Lなら瓶4本分を、2本ちょっと
の軽さで。
軽くて割れない、ゴミ捨て簡単、取り扱いも
楽々です)

（1）トレ－リサイクル開始から17年半。約 200L入りドラム缶約86万本分の原油を節
179億5875万枚回収(約7万1835トン)。平成 約
3年11月再生食品容器で初めて「エコマー
ク」認定登録。トレ－toトレ－リサイクルで、
ゴミ減量・省資源化に大きく寄与。社会コス
トをも低減。
（2）軽量化とロースタック化は環境負荷を
低減させ、ＣＯ2削減にも寄与している。
バージントレ

写真
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効果

ワックスなどのジャー製品について、従来 使用樹脂量を年間約130トン削減すること
は二重容器を使用していたが、一重のM型 ができた
構造の容器に順次切り替えている。

容器製造時にロスとして発生した廃プラス 20％(パレットに使用しているプラスチック
チックは、パレットに適したものを分別し、 量)
成型委託したパレットを販売している。

アルパレット

富士特殊紙業株式会社

事例項目
再生プラスチッ
クの利用

再生プラスチッ
クの利用

軽量化

当社比で1/3～1/2の減容化、容器重量も 薄肉化
30～50%の削減

(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

ジャー製品のM型構造容器(ジャー 株式会社マンダム
プラス)
（凸版印刷株式会社）

東罐興業株式会社

プラスチックボトルを薄肉化し、Ｙ字リブを
付けることにより折りたたみやすくしまし
た。また、折りたたみ用リブにより、ボトル
の形状も安定します。

事例説明

減容ボトル

会社名（推薦会員）
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。

商品名

Φ１８０リール用組立式リールトレイ 株式会社村田製作所
(凸版印刷株式会社)

【その他】

写真

プラスチック製容器包装
３Ｒ事例集
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〒105-0003

東京都港区西新橋1-1-21（日本酒造会館）
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