
プラスチック容器包装リサイクル推進協議会



２０２０年度 ３Ｒ改善事例集をお届けします。

２０２０年度のプラスチック容器包装の３Ｒ改善事例の募集に、３４社
から７３アイテム、９４改善項目の応募を頂きました。
各会員企業・団体でのプラスチック容器包装の３Ｒの取組みが着実に進
展していることを示す結果となりました。
会員の皆様の３Ｒ・環境配慮設計の取組みに、熱く御礼申し上げます。

当協議会は、今後も会員の皆様とプラスチック容器包装の３Ｒ・環境配
慮設計の推進に取組んでまいります。

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
２０２０年１１月



応募企業・団体（５０音順）

1 アサヒ飲料株式会社 (一般社団法人全国清涼飲料連合会)
2 味の素株式会社
3 味の素冷凍食品株式会社（日本冷凍食品協会）
4 株式会社伊藤園
5 ＮＳファーファ・ジャパン株式会社（日本石鹸洗剤工業会）
6 大塚製薬式会社 (一般社団法人全国清涼飲料連合会)
7 オハヨー乳業株式会社
8 花王株式会社（日本石鹸洗剤工業会）
9 牛乳石鹸共進社株式会社

10 キユーピー株式会社
11 協同乳業株式会社
12 クラシエホームプロダクツ株式会社（日本石鹸洗剤工業会）
13 株式会社コーセー
14 小林製薬株式会社（大日本印刷株式会社）
15 株式会社資生堂（日本石鹸洗剤工業会）
16 中央化学株式会社
17 凸版印刷株式会社
18 株式会社ニチレイフーズ（日本冷凍食品協会）
19 日清食品ホールディングス株式会社
20 日清フーズ株式会社（日本冷凍食品協会）
21 日本水産株式会社（日本冷凍食品協会）
22 日本ハム株式会社
23 株式会社バスクリン（日本石鹸洗剤工業会）
24 Ｐ＆Ｇジャパン株式会社（日本石鹸洗剤工業会）
25 株式会社ブルボン
26 マルハニチロ株式会社（日本冷凍食品協会）
27 森永製菓株式会社
28 山崎製パン株式会社
29 雪印メグミルク株式会社
30 ユニリーバ・ジャパン株式会社(大日本印刷株式会社)
31 よつ葉乳業株式会社
32 ライオン株式会社（日本石鹸洗剤工業会）
33 リスパック株式会社
34 株式会社ロッテ



軽量化や薄肉化が全体の６３％、バイオマス原料使用などの環境配慮設計関連が
全体の１６％

2020年度 ３Ｒ改善項目の傾向

2020年度の３Ｒ改善事例を、改善項目別に分類すると、軽量化や薄肉化など、
いわゆるリデュース関連項目（基準番号１-５）の取り組みが、69％と大きな比
率を占めました。容器包装の軽量化の取り組み事例を見ると、薄肉化が最も多
く、次に、形状変更（簡略化）、コンパクト化や詰め替えによる軽量化なども
ありました。

また、環境にやさしい容器包装（基準番号６～１２）は31％でした。この改
善項目の中には、様々な環境配慮設計（基準番号１１）への新たな改善の取り
組みもあり、軽量化や薄肉化などに加えて、素材の見直し等、ＣＯ2の削減など
に繋がる取り組みが進展していることを示す結果となりました。

改良基準 基準番号 事例数（重複含） 割合
容器包装のコンパクト化 1 17 18%
容器包装の簡略化 *a 2 15 16%
容器包装の薄肉化 3 27 29%
詰め替え 4 5 5%
付け替え *b 5 1 1%
複合素材化 *c 6 5 5%
複合材質化 *d 7 0 0%
再生プラスチックの利用 8 6 7%
易分別性容器包装 9 0 0%
減容化 *e 10 0 0%
環境配慮設計 *f 11 15 16%
その他特性 *g 12 3 3%

合計 94 100%

*a (簡略化）・・・省いたり無くしたりする

*b (付け替え）・・ノズル等を新しい容器に付け替え7
*c (複合素材化）・・プラスチック以外の素材との組合せ
*d (複合材質化）・・プラスチック素材のいろいろな組合せ
*e (減容化）・・・つぶしやすくする、解体しやすくする等
*f (環境配慮設計) ・・「プラスチック容器包装に係る環境配

慮設計指針の取組み参考例」で
基準番号１～10と重複しない環境配
慮ポイント：低環境負荷素材選定等

*g (その他特性）・・ 1～11に該当しない基準 （具体的に記
載する）



2020年度３Ｒ改善事例　

No 企業名 商品名
基準
番号

３Ｒの内容　（内容記載） 削減効果

1
アサヒ飲料株式会社
（一般社団法人全国清涼飲料連合会）

「三ツ矢サイダー」PET500ml 1

2020年4月以降より、部分的にラベルをロールラベ
ル化することで、1本当たりのラベル使用量を約
55％削減。また、2018年より自社で製造する炭酸
飲料にて国内最軽量となるPETボトルキャップを採
用しています。

ロールラベル化により、原料となるPET樹脂量は年
間約50t削減可能。

2
味の素冷凍食品株式会社
（日本冷凍食品協会）

ハンバーグ製品 1
・ダウンサイジング
・トレイの薄肉化

・削減重量　10.8ｇ/袋 → 8.9ｇ/袋　（約18％減）
・C02削減量：20.75t/年　（18％減）

3
味の素冷凍食品株式会社
（日本冷凍食品協会）

から揚げ製品 1
・ダウンサイジング
・トレイの薄肉化
・バイオマス配合トレイの採用

・削減重量9.6ｇ/袋 → 8.75ｇ/袋　（約9％減）
・C02削減量：38.7t/年　（14.5％減）

4
小林製薬株式会社
（大日本印刷株式会社）

Sawadayクルマ専用クリップ(1P) 1

従来はブリスターを２つ折りにして芳香剤パーツを
包み、更に２つ折り紙台紙で挟んで固定していた
が、紙台紙の背面側からタックシールにてブリス
ターを固定することで、包材使用量を削減

従来品に対し、ブリスターの重量を約55％削減

5
株式会社ニチレイフーズ
（日本冷凍食品協会）

えびとチーズのグラタン/ドリア 1
プラスチックトレーの左右の持ち手部分の幅を短く
カット、および薄肉化を実施

削減量：トレー1枚当たり2.5g削減（約22％の削減）

6
日清フーズ株式会社
（日本冷凍食品協会）

青の洞窟シリーズ　冷凍パスタ 1
冷凍食品の新製品において、外装フィルムの厚み
を薄く、サイズを小さくした。

厚み：16%軽量
大きさ：8%軽量
全体（内装+外装）重量：5%/1食の削減

7
日本水産株式会社
（日本冷凍食品協会）

大きな大きな焼きおにぎり他 1

2019年度は家庭用調理冷凍食品17アイテム、家
庭用加工食品22アイテムで、外装フィルムの横幅
短縮や厚みの薄肉化を行い、フィルム一枚当たり
の重量を軽量化しました。

上記取り組みにより、年間で15,630kgのプラスチッ
ク容器を削減しました。

8 日本ハム株式会社 石窯工房 マルゲリータ等21品 1
製品をのせているトレイの形状を変更し、トレイ四
隅のプラスチックを削減。

トレイに使用するプラスチック重量を47%削減。
（2012年トレイ比較）

9 日本ハム株式会社 石窯工房 厚切りピッツァブレッド 1
製品をのせていたトレイを廃止し、外装サイズを小
さくすることで、製品全体のプラスチック重量を削
減。

・トレイ廃止
・外装サイズ縮小　 500×365mm → 420×300mm

10 マルハニチロ株式会社 マルハニチロ　肉入りカット野菜120ｇ 1
容器の強度落とすことなく、包材の構成を見直し、
コンパクト化・薄肉化を図った。

包材変更　　重量　3.9g　⇒　3.7g（5.1％削減）年間
1.2㌧削減
厚み　3層54μ　⇒　2層52μ（3.7％削減）

11 森永製菓株式会社 ガトーショコラ 1
包装機械の改善・調整を行い、ピロー包装のカット
ピッチを縮寸した。

ピローフィルムの使用量を従来よりも約４％削減し
た。

12 山崎製パン株式会社 ５つに切ったロールケーキシリーズ 1
「５つに切ったロールケーキ」の三方包装の幅を縮
小し、プラスチック使用量を削減しました。

三方包装の幅を290mmから285mmに変更すること
で、プラスチックを１個あたり1.7%削減できます。年
間620kgの削減に繋がります。

13 よつ葉乳業株式会社
よつ葉　北海道十勝１００　なめらか
クリームチーズ　１００ｇ

1 容器設計を見直し、軽量化を図った。 容器重量で、32％削減

14
ライオン株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

トップクリアリキッド　つめかえ用 1
商品のリニューアルに合わせ、詰め替えパウチの
幅寸法（160mm⇒150mm）を見直し、プラスチック
使用量削と詰替えやすさの向上を図った。

パウチ１袋当たりのプラスチック使用量を約10%削
減

15
ライオン株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

ソフラン　アロマリッチ　本体（全5香
調）

1
商品リニューアルに合わせ、ボトル形状を従来の
表裏非対称形から対称形へ変更することで、容器
のスリム化を図り樹脂量削減を実現

従来品からプラスチック使用量を約6%削減

16
ライオン株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

スマイル40EXa・スマイル40EXマイル
ドa

1
商品のリニューアルに合わせ、携帯袋を削除、そ
れに併せてピローフィルム巾を縮小することで、プ
ラスチック使用量を削減した。

商品１個あたりのプラスチック使用量を20.6%削減。
(携帯袋削除：19.8％、ピローフィルム巾縮小0.8％）

17 株式会社　ロッテ パイの実シェアパック 1
巻き取り品の内装の幅を118ｍｍから116ｍｍ幅に
短縮して1.7％の削減につながりました。

プラスチック１．７％削減



18
アサヒ飲料株式会社
（一般社団法人全国清涼飲料連合会）

「ＭＳ＋Ｂ『ウィルキンソン　タンサン』
ラベルレスボトル 」PET500ml

2
ラベルレスにより、プラスチック使用量を削減。また
分別時にラベルを剥がす手間を省き、環境負荷を
低減。

ラベルに使用するプラスチック使用量を90％以上
削減。
2018年に通販チャネル1社で「おいしい水」ブランド
をテスト販売（2品目）、2019年より3ブランド（3品
目）、本年は新たに通販チャネル1社限定で1ブラン
ドを追加し、通販・宅配を中心に取り扱いを拡大す
ることでプラスチック使用量の削減に貢献。

19
アサヒ飲料株式会社
（一般社団法人全国清涼飲料連合会）

「『アサヒ おいしい水』天然水 ラベル
レスボトル」PET600ml、2Ｌ

2

2020年4月、識別表示に関する制度変更に伴い、
タックシールの代わりにボトルに直接リサイクル
マークを刻印することで、完全ラベルレス化を実現
しました。

ラベルやタックシールを貼付しないことにより、年間
で7tの樹脂量の削減を見込んでいます。

20
大塚製薬株式会社
（一般社団法人全国清涼飲料連合会）

 ポカリスエット イオンウォーター
300mlPETボトル　ラベルレス

2
ラベルが無いことで環境負荷を低減させ、また購
入者がラベルを剥がす負担も減らします。

1本あたり0.335gの樹脂使用量を削減しています。

21 オハヨー乳株式会社 のむヨーグルト 2
カップタイプの飲料について、内蓋の強度を強化
し、被せ蓋を外すことで、プラスチック量1.83g/個、
削減しました。

被せ蓋1.9g、蓋0.12g　⇒蓋0.19g

22
花王株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

キュレルディープモイスチャースプ
レー（小60g、中150g、大250g）

2 ＰＯＰを削除 プラスチックフィルムを約0.1(g／個)削減

23
花王株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

キュレルオイルメイク落とし　150ml 2 ＰＯＰを削除 プラスチックフィルムを約0.1(g／個)削減

24
花王株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

キュレルジェルメイク落とし　130g 2 ＰＯＰを削除 プラスチックフィルムを約0.1(g／個)削減

25
花王株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

キュレルローション（220ml、410mlポ
ンプ）キュレルジェルローション
（220ml）

2 ＰＯＰを削除 プラスチックフィルムを約0.1(g／個)削減

26
花王株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

メンズビオレ泡タイプ洗顔料つめかえ
パウチ

2
ノズル内部のストロー部品削除　及び底部フィルム
の材質変更。吐出口近傍には液流路リブを設ける
事で、同等の注ぎ易さを確保した。

樹脂削減率：１９％

27
花王株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

ビオレ メイクも落とせる洗顔料 うるう
る密着泡 ［つめかえ用］

2
ノズル内部のストロー部品削除　及び底部フィルム
の材質変更。吐出口近傍には液流路リブを設ける
事で、同等の注ぎ易さを確保した。

樹脂削減率：２０％

28
花王株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

ビオレ マシュマロホイップ モイス
チャー/リッチモイスチャー/オイルコ
ントロール/薬用アクネケア ［つめか
え用］

2
ノズル内部のストロー部品削除　及び底部フィルム
の材質変更。吐出口近傍には液流路リブを設ける
事で、同等の注ぎ易さを確保した。

樹脂削減率：１９％

29
株式会社資生堂
（日本石鹸洗剤工業会）

TSUBAKI　ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾘﾍﾟｱ　ﾍｱｳｫｰﾀｰ 2
容器デザインをシュリンクから直接印刷に変更し、
さらに、全体を覆うシュリンクフィルムを削除するこ
とで、樹脂使用量を削減した。

樹脂使用量を約２ｇ削減した

30 日本ハム株式会社 石窯工房 厚切りピッツァブレッド 2
製品をのせていたトレイを廃止し、外装サイズを小
さくすることで、製品全体のプラスチック重量を削
減。

・トレイ廃止
・外装サイズ縮小　 500×365mm → 420×300mm

31 森永製菓株式会社 ７粒ハイチュウ 2
内装の形態をパーセルラップからバンドラップに変
更して使用するフィルムを削減した。更に段ボール
ケース内の詰め方も工夫して外装の寸法を変更。

内装に使用するフィルムを従来よりも約54％削減。
また、パレットの積載効率も約11％改善した。

32
ライオン株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

スマイル40EXa・スマイル40EXマイル
ドa

2
商品のリニューアルに合わせ、携帯袋を削除、そ
れに併せてピローフィルム巾を縮小することで、プ
ラスチック使用量を削減した。

商品１個あたりのプラスチック使用量を20.6%削減。
(携帯袋削除：19.8％、ピローフィルム巾縮小0.8％）

33 味の素株式会社
「パルスィート　カロリーゼロ」スティッ
ク

3
内袋スティックの内側ＰＥフィルムに高強度グレー
ドを採用することで、薄肉化しても充填包装機適性
を満足させることに成功した。

プラスチック使用量削減
削減量　2.2ｔ/年（24％減）

34
味の素冷凍食品株式会社
（日本冷凍食品協会）

ハンバーグ製品 3
・ダウンサイジング
・トレイの薄肉化

・削減重量　10.8ｇ/袋 → 8.9ｇ/袋　（約18％減）
・C02削減量：20.75t/年　（18％減）

35
味の素冷凍食品株式会社
（日本冷凍食品協会）

から揚げ製品 3
・ダウンサイジング
・トレイの薄肉化
・バイオマス配合トレイの採用

・削減重量9.6ｇ/袋 → 8.75ｇ/袋　（約9％減）
・C02削減量：38.7t/年　（14.5％減）

36
花王株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

SOFINA　CLEANSE
乾燥肌のための美容液メイク落とし
＜オイル＞

3
製品外観は全く変えずにボトル容器肉厚分布を最
適化する事で機械物性をを低下させずにプラス
チック使用量を削減した。

・樹脂削減量：２１％削減



37
花王株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

キュレルローション（220ml、410mlポ
ンプ）、キュレルジェルローション
（220ml）

3 PETシュリンクフィルムを従来３０µから２５µに変更 シュリンクフィルム重量を約１７％削減

38
花王株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

キュレル泡ハンドウォッシュ　230ml 3 PETシュリンクフィルムを従来３０µから２５µに変更 シュリンクフィルム重量を約１７％削減

39 協同乳業株式会社
　のむヨーグルト（鉄分、食物繊維、
プレーン他）

3
蓋材の材質を検討して試験を行い、軽量化を図っ
た。新フィルムへの変更時期は、すでに変更済み
の製品もあるが順次新包材に切り替えていく。

従来品の蓋材のフィルムが製品1本あたり、0.95g
であったが、新フィルムでは0.89gとなり、0.06gの軽
量化を行った。

40
クラシエホームプロダクツ株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

ナイーブボディソープ　1.6L大容量 3
詰替パウチ層構成を見直し使用樹脂量を削減し
た。

詰替厚み８％削減。

41 株式会社コーセー
「サンカット　日やけ止めスプレー」シ
リーズ

3
製品のブリスタードームに再生ＰＥＴ樹脂を採用し、
リニュアルにともない厚みを薄くしプラスチック使用
量を削減。

プラスチック使用量：
内容量：60g　⇒約8％削減
内容量：90g　⇒約7％削減

42 凸版印刷株式会社」 「チューブなパウチ」 3
従来のラミネートフィルムよりも胴体フィルムを薄く
し、抽出口のパーツを独自形状にすることで最後ま
で使い切りやすい構造を実現。

ラミネートチューブと比較してプラスチック樹脂の使
用量を30%程度削減。

43
株式会社ニチレイフーズ
（日本冷凍食品協会）

えびとチーズのグラタン/ドリア 3
プラスチックトレーの左右の持ち手部分の幅を短く
カット、および薄肉化を実施

削減量：トレー1枚当たり2.5g削減（約22％の削減）

44
日清フーズ株式会社
（日本冷凍食品協会）

青の洞窟シリーズ　冷凍パスタ 3
冷凍食品の新製品において、外装フィルムの厚み
を薄く、サイズを小さくした。

厚み：16%軽量
大きさ：8%軽量
全体（内装+外装）重量：5%/1食の削減

45
日清フーズ株式会社
（日本冷凍食品協会）

業務用 マ・マースパゲティ 包材肉薄
化

3
＜軽量化＞業務用スパゲティ4kgのフィルム包材の
厚みを薄くし、軽量化を実施した。

厚み：20％削減（重量：20％削減）

46
日清フーズ株式会社
（日本冷凍食品協会）

冷凍食品　大盛ミートソース、ナポリ
タン等

3
＜肉薄化＞冷凍食品　大盛ミートソース、ナポリタ
ンについて、外装フィルムを薄くし、プラスチックを
削減した。

外装フィルムの厚み：10％削減（重量：10％削減）

47
日本水産株式会社
（日本冷凍食品協会）

大きな大きな焼きおにぎり他 3

2019年度は家庭用調理冷凍食品17アイテム、家
庭用加工食品22アイテムで、外装フィルムの横幅
短縮や厚みの薄肉化を行い、フィルム一枚当たり
の重量を軽量化しました。

上記取り組みにより、年間で15,630kgのプラスチッ
ク容器を削減しました。

48 株式会社ブルボン アルフォートFS 3
外袋の厚みを見直し薄肉化して、プラスチック使用
量を削減。

外袋の厚みを約8.3％削減。

49 株式会社ブルボン ブランチュール、ブランチュールFS 3

プラスチックトレーに植物由来のプラスチックを配
合し、石油由来のプラスチック使用量を削減。　ま
た、トレーの構造見直しを図って厚みを薄くし、プラ
スチックそのものの使用量を削減。

25％植物由来配合のプラスチックを使用と、トレー
の厚みを約11％削減。

50 マルハニチロ株式会社
白身＆タルタルソース・白身魚タルタ
ルソース

3 プラスチックトレーの薄肉化
トレイの重量で10％減（6.0g⇒5.4g/枚）、入数を
1,800枚⇒2,200枚/CSへ変更し、配送効率アップを
実現しました。

51 マルハニチロ株式会社 マルハニチロ　肉入りカット野菜120ｇ 3
容器の強度落とすことなく、包材の構成を見直し、
コンパクト化・薄肉化を図った。

包材変更
重量　3.9g　⇒　3.7g（5.1％削減）年間1.2㌧削減
厚み　3層54μ　⇒　2層52μ（3.7％削減）

52 マルハニチロ株式会社
さけフレーク　50g／12×4　他瓶詰7
品

3 容器包装を見直し、軽量化を図った。 旧包材から7％以上削減

53 森永製菓株式会社 ハイチュウプレミアム 3
パウチの材質を見直して、菓子の品質と耐輸送性
を維持したままフィルムを薄肉化した。

パウチに使用するプラスチックフィルムを、従来より
も約11％削減。

54 森永製菓株式会社 大玉チョコボール 3
パウチの材質を見直して、菓子の品質と耐輸送性
を維持したままフィルムを薄肉化した。

パウチに使用するプラスチックフィルムを、従来より
も約11％削減。

55 山崎製パン株式会社
ドーナツミックス（チョコ&シュガー）
ウェーブリングドーナツ

3
「ドーナツミックス（チョコ&シュガー）3個入り」と
「ウェーブリングドーナツ3個入り」について、プラス
チック袋の厚みを40μから28μに薄肉化しました。

製品1個当たりの容器包装重量を約30%削減し、年
間で3.3ｔのプラスチックを削減しました。



56 雪印メグミルク株式会社 ナチュレ恵フルーツヨーグルト 3

雪印メグミルクでは、ＣＳＲ重要課題の取組テーマ
の１つにプラスチック使用量の削減を掲げており、
商品容器の軽量化等によるプラスチック使用量の
削減に取り組んでいます。弊社野田工場では、製
造しているナチュレ恵フルーツヨーグルトのプラス
チック容器の軽量化を実現しました。

2019年度に6％の軽量化を実現しました。軽量化
により年間23ｔのプラスチック使用量削減につなが
る見込みです。(2019年度の生産量から試算）

57
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケ
ティング株式会社
（大日本印刷株式会社）

Lipton Botanic Tea / Lipton
KEEP&CHARGE

3
独自のコンバーティング技術により、リサイクル性
に配慮しながらハイバリア性を有するポリプロピレ
ン素材のモノマテリアル包材を実現

従来の3層構成を2層化し、包材重量を13%削減、
原料調達から廃棄段階までのCO2排出量を33%削
減

58 よつ葉乳業株式会社
よつ葉　北海道十勝１００　なめらか
クリームチーズ　１００ｇ

3 容器設計を見直し、軽量化を図った。 容器重量で、32％削減

59
ライオン株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

トップスーパーNANOX
トップスーパーNANOXニオイ専用

3

製品リニューアルに合わせ、容器形状を変更し従
来品から樹脂量を削減。（削減率：本体20%、本体
大16%）
更にボトルは材質をHDPEから100%
※リサイクルPETに変更。合わせてアテンション
シールはリサイクルPET20%に変更した。
※添加剤等を除く
また、ボトルを透明にしたことで、残量の視認・詰め
替え時の液溢れ防止など使用性の向上を図った。

総使用量：従来品からプラスチック使用量を削減
(本体:20%、本体大：16%)
再生材料使用量：ボトルとアテンションシールはリ
サイクルPETに変更(ボトル：100%※、アテンション
シール：20%)

60
NSファーファ・ジャパン株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

ファーファFree＆（Pパック） 4

容器ボトルをペーパーパック化することで、本体と
しても使用できる詰替品の発売を実現。※2020年
春現在、通販等一部チャネルでテスト販売を実施。
従来ボトルも継続して販売中。

500mlの従来品ボトルと比較して、74%のプラスチッ
ク使用量を削減した。

61 牛乳石鹸共進社株式会社 バウンシアボディソープWSb 4
3回分の詰替用を発売することにより、プラスチック
使用量を削減。

3回分の詰替えを発売することで、本体ボトル3本
分と比較し、プラスチック使用量は182g削減（約
86％の削減)。詰替え1回分と比較し、3プラスチック
使用料を1.4ｇ削減（約4％の削減）。

62
株式会社資生堂
（日本石鹸洗剤工業会）

TBK　プレミアムリペアマスク　詰め
替え

4 本体発売後　詰替えパウチを発売
詰め替えることで廃棄プラスチック量を約９０％削
減

63
株式会社バスクリン
（日本石鹸洗剤工業会）

きき湯ファインヒート 4

かねてよりお客様から「きき湯ファインヒート」の、つ
めかえ要望が多く寄せられておりエコ意識高まりへ
の対応・お客様からのご要望≪もったいない≫に
お応えするために開発しました。樹脂容器を使用
後、毎回廃棄しなくてはなりませんでしたが、つめ
かえ用パウチから製剤をつめかえることで容器を
廃棄しないで再利用することが可能となりました。

本体重量比　約90％減（本体：95.6ｇ　　つめかえ
用：10.3ｇ）

64
ライオン株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

トップクリアリキッド・トップクリアキ
リッド抗菌　つめかえ用ウルトラジャ
ンボ

4
つめかえ用としてウルトラジャンボサイズを発売。
既存のつめかえ用超特大に比べ、単位容量あたり
のプラスチックの使用量を削減した。

既存のつめかえ用超特大に比べ、単位容量あたり
のプラスチック使用量を約３１％削減

65 株式会社コーセー ONE BY KOSÉ　セラム ヴェール 5
ポンプを新しいボトルにつけかえることで、プラス
チック使用量を削減。

プラスチック使用量：
内容量： 60mL　⇒約87％削減
内容量：120mL　⇒約88％削減

66
味の素株式会社
（大日本印刷株式会社）

うま味調味料　味の素 6
バイオマスインキ、紙、バイオマスポリエチレンを用
いることで、使用する原料の90%以上を植物由来の
素材とすることに成功

植物由来の原料を90%以上使用

67
NSファーファ・ジャパン株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

ファーファFree＆（Pパック） 6

容器ボトルをペーパーパック化することで、本体と
しても使用できる詰替品の発売を実現。※2020年
春現在、通販等一部チャネルでテスト販売を実施。
従来ボトルも継続して販売中。

500mlの従来品ボトルと比較して、74%のプラスチッ
ク使用量を削減した。

68
花王株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

ビオレZロールオン 6
2次包装をスタンディングパウチ（プラ袋）からシュリ
ンク台紙（プラと紙の複合包装）に変更

ビオレZ
2次包装のLCCO２削減率：約64％減
2次包装のプラスチック重量削減率：　約89%減

69 中央化学株式会社 ＴＡ　Ｒ－ＤＯＮ 6

①ＴＡ（タルファー）は素材の半分以上をタルク（滑
石）にすることでプラスチックの使用量を半分にで
きる画期的な素材です。その素材を使用し、ＣＴ（Ｐ
Ｐフィラー）からＴＡに変更した製品がＲ－ＤＯＮで
す。②バイオマスインキを使用し、環境に配慮して
います。

ＴＡ（タルファー）は、プラスチックの使用量を半分に
してＣＯ2の排出量をＣＴ(ＰＰフィラーと比較して
26％削減しています（当社調べ）。
※素材のCO2排出量は1㎏あたりで算出していま
す（当社調べ）。

70 リスパック 株式会社 リスニュートデリカシリーズ 6

リスニュートデリカシリーズは、植物原材料とタルク
を配合させた業界初の100%自然由来素材で高耐
熱の容器です。石化資源抑制、カーボンニュートラ
ルの原理でＣＯ２の排出抑制にも貢献します。（耐
熱温度１１０℃）

植物原材料から作られるポリ乳酸と無機物である
タルクで構成することから石油資源の抑制に繋が
ります。



71 キユーピー株式会社 キユーピー　深煎りごまドレッシング 8
キユーピー　ドレッシングスティックタイプに再生プ
ラスチックを採用

キユーピー　ドレッシング　スィックタイプの外装中
に使用済PETボトルを原料とした再生プラスチック
を約15％使用しました。

72 株式会社コーセー
「サンカット　日やけ止めスプレー」シ
リーズ

8
製品のブリスタードームに再生ＰＥＴ樹脂を採用し、
リニュアルにともない厚みを薄くしプラスチック使用
量を削減。

プラスチック使用量：
内容量：60g　⇒約8％削減
内容量：90g　⇒約7％削減

73 日本ハム株式会社 中華名菜シリーズ24品 8
製品をのせているPETトレイをPET再生原料100%ト
レイに変更。

未記入

74
Ｐ＆Ｇジャパン株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

ＪＯＹ（ジョイ） 8

国内の海岸で回収されたプラスチックごみから再
生した樹脂をボトルの約25%に使用。また他の再生
樹脂も25%使用し、合計バージン樹脂の使用量を
約50%削減。

再生樹脂使用量：約５０％使用（約25%は海洋プラ
スチック）、環境負荷低減

75
ライオン株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

トップスーパーNANOX
トップスーパーNANOXニオイ専用

8

製品リニューアルに合わせ、容器形状を変更し従
来品から樹脂量を削減。（削減率：本体20%、本体
大16%）
 更にボトルは材質をHDPEから100%
※リサイクルPETに変更。合わせてアテンション
シールはリサイクルPET20%に変更した。
※添加剤等を除く
また、ボトルを透明にしたことで、残量の視認・詰め
替え時の液溢れ防止など使用性の向上を図った。

総使用量：従来品からプラスチック使用量を削減
(本体:20%、本体大：16%)
再生材料使用量：ボトルとアテンションシールはリ
サイクルPETに変更(ボトル：100%※、アテンション
シール：20%)

76 株式会社　ロッテ
黒いコアラのマーチ＜ココア＆ミルク
＞パウチ

8
パッケージの一部を再生したプラ（PET）を使用し、
リサイクルプラの有効活用に寄与しております。

15％リサイクルプラ使用

77
味の素株式会社
（大日本印刷株式会社）

うま味調味料　味の素 11
バイオマスインキ、紙、バイオマスポリエチレンを用
いることで、使用する原料の90%以上を植物由来の
素材とすることに成功

植物由来の原料を90%以上使用

78
味の素冷凍食品株式会社
（日本冷凍食品協会）

から揚げ製品 11
・ダウンサイジング
・トレイの薄肉化
・バイオマス配合トレイの採用

・削減重量9.6ｇ/袋 → 8.75ｇ/袋　（約9％減）
・C02削減量：38.7t/年　（14.5％減）

79
株式会社伊藤園
（一般社団法人全国清涼飲料連合会）

「お～いお茶」緑茶ティーバッグ22袋 11 ティーバッグの個包装をプラスチックから紙に変更
個包装の紙素材への変更でプラスチックの年間使
用量を約15ｔ削減

80
クラシエホームプロダクツ株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

肌美精濃密潤い美容液 11 プラケースを紙箱に変更 プラケースを紙箱に変更

81
クラシエホームプロダクツ株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

肌美精集中保湿クリーム 11 プラケースを紙箱に変更 プラスチックケースを100%削減。

82 株式会社コーセー 「雪肌精 クリアウェルネス」シリーズ 11

商品の外装の一部に、サトウキビの搾りかすを原
料とした植物由来の「バイオマスPET」や「バイオマ
スPE」を採用。また、できるだけプラスチック樹脂の
使用を控えるよう配慮。

「バイオマスPET」や「バイオマスPE」を採用するこ
とで、物性を低下させずに、石油由来原料の使用
量を削減するとともに、ライフサイクル全体のCO2
排出量を削減。

83 中央化学株式会社 ＴＡ　Ｒ－ＤＯＮ 11

①ＴＡ（タルファー）は素材の半分以上をタルク（滑
石）にすることでプラスチックの使用量を半分にで
きる画期的な素材です。その素材を使用し、ＣＴ（Ｐ
Ｐフィラー）からＴＡに変更した製品がＲ－ＤＯＮで
す。②バイオマスインキを使用し、環境に配慮して
います。

ＴＡ（タルファー）は、プラスチックの使用量を半分に
してＣＯ2の排出量をＣＴ(ＰＰフィラーと比較して
26％削減しています（当社調べ）。
※素材のCO2排出量は1㎏あたりで算出していま
す（当社調べ）。

84 凸版印刷株式会社 「チューブなパウチ」 11
従来のラミネートフィルムよりも胴体フィルムを薄く
し、抽出口のパーツを独自形状にすることで最後ま
で使い切りやすい構造を実現。

ラミネートチューブと比較してプラスチック樹脂の使
用量を30%程度削減。

85 凸版印刷株式会社 「GL BARRIER」GL-X-BP, GL-X-LE 11

ボイル殺菌・ホット充填可能なPP(ポリプロピレン）
基材の透明バリアフィルム「GL-X-BP」とPE(ポリエ
チレン）基材の透明バリアフィルム「GL-X-LE」を開
発。これによりPP、PEベースのハイバリアモノマテ
リアル軟包材が実現。

ハイバリア軟包材の単一素材(モノマテリアル）化に
よるリサイクル適性の向上

86
株式会社ニチレイフーズ
（日本冷凍食品協会）

五目炒飯 11
パッケージに使用するインクの一部にバイオマスイ
ンキを使用

先行して実施した「お弁当にGood!」シリーズに加
え、具材たっぷり五目炒飯、蔵王えびグラタン/ドリ
ア、えびとチーズのグラタン/ドリアでも採用（バイオ
マス度：10％）



87 日清食品ホールディングス株式会社 日清食品　カップヌードル 11

カップヌードル容器「ECOカップ」に使用している石
化由来のプラスチックを、植物由来のバイオマスプ
ラスチックに置き換えた「バイオマスECOカップ」へ
の切替えを開始した。

従来の「ECOカップ」に比べて1カップあたりの石化
由来プラスチック使用量をほぼ半減、原料の調達
からカップの製造、輸送および廃棄（焼却）に至る
ライフサイクルで排出されるCO₂量を約16％削減し
た。

88 株式会社ブルボン ブランチュール、ブランチュールFS 11

プラスチックトレーに植物由来のプラスチックを配
合し、石油由来のプラスチック使用量を削減。
また、トレーの構造見直しを図って厚みを薄くし、プ
ラスチックそのものの使用量を削減。

25％植物由来配合のプラスチックを使用と、トレー
の厚みを約11％削減。

89 株式会社ブルボン コロネクッキー 11
バイオマス（植物由来）PETフィルムを使用して、石
油由来のプラスチック使用量の削減。

バイオマス（植物由来）２０％含有PETフィルムを外
袋の一部に使用して、石油由来のプラスチック使
用量と二酸化炭素の削減。

90
ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケ
ティング株式会社
（大日本印刷株式会社）

Lipton Botanic Tea / Lipton
KEEP&CHARGE

11
独自のコンバーティング技術により、リサイクル性
に配慮しながらハイバリア性を有するポリプロピレ
ン素材のモノマテリアル包材を実現

従来の3層構成を2層化し、包材重量を13%削減、
原料調達から廃棄段階までのCO2排出量を33%削
減

91 リスパック 株式会社 リスニュートデリカシリーズ 11

リスニュートデリカシリーズは、植物原材料とタルク
を配合させた業界初の100%自然由来素材で高耐
熱の容器です。石化資源抑制、カーボンニュートラ
ルの原理でＣＯ２の排出抑制にも貢献します。（耐
熱温度１１０℃）

植物原材料から作られるポリ乳酸と無機物である
タルクで構成することから石油資源の抑制に繋が
ります。

92 日清食品ホールディングス株式会社
日清食品　麺職人シリーズ
日清食品　デカうまシリーズ

12
ケースの強度落とすことなく、包材の構成を見直
し、使用接着材料の低減を図った。

ケースに使用する接着材料を容器を20％削減
年間削減量10t

93 マルハニチロ株式会社
白身＆タルタルソース・白身魚タルタ
ルソース

12 プラスチックトレーの薄肉化
トレイの重量で10％減（6.0g⇒5.4g/枚）、入数を
1,800枚⇒2,200枚/CSへ変更し、配送効率アップを
実現しました。

94 森永製菓株式会社 ７粒ハイチュウ 12
内装の形態をパーセルラップからバンドラップに変
更して使用するフィルムを削減した。更に段ボール
ケース内の詰め方も工夫して外装の寸法を変更。

内装に使用するフィルムを従来よりも約54％削減。
また、パレットの積載効率も約11％改善した。



容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】
2020年4月以降より、部分的にラベルをロールラベル化する
ことで、1本当たりのラベル使用量を約55％削減。また、
2018年より自社で製造する炭酸飲料にて国内最軽量となる
PETボトルキャップを採用しています。

容器包装のコンパクト化、薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

「三ツ矢サイダー」PET500ml アサヒ飲料株式会社

ロールラベル化により、原料となる
PET樹脂量は年間約50t削減可能。

味の素冷凍食品株式会社ハンバーグ製品

・ダウンサイジング
・トレイの薄肉化

・削減重量
10.8ｇ/袋 → 8.9ｇ/袋

（約18％減）

改良後改良前

改良前

改良後



容器包装のコンパクト化、薄肉化、環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

から揚げ製品 味の素冷凍食品株式会社

・ダウンサイジング
・トレイの薄肉化
・バイオマス配合トレイの採用

・削減重量
9.6ｇ/袋 → 8.75ｇ/袋

（約9％減）
・C02削減量：38.7t/年
（14.5％減）

改良前 改良後

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

小林製薬株式会社Sawadayクルマ専用クリップ(1P)

従来はブリスターを２つ折りにして芳香剤パーツを包み、更
に２つ折り紙台紙で挟んで固定していたが、紙台紙の背面側
からタックシールにてブリスターを固定することで、包材使
用量を削減

従来品に対し、ブリスターの重量を
約55％削減

改良前

改良後



株式会社ニチレイフーズ

削減量：
トレー1枚当たり2.5g削減
（約22％の削減）

容器包装のコンパクト化、薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

えびとチーズのグラタン/ドリア

プラスチックトレーの左右の持ち手部分の幅を短くカット、
および薄肉化を実施

改良前

改良後

容器包装のコンパクト化、薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

日清フーズ株式会社青の洞窟シリーズ 冷凍パスタ

冷凍食品の新製品において、外装フィルムの厚みを薄く、
サイズを小さくした。

厚み：16%軽量
大きさ：8%軽量
全体（内装+外装）重量：5%/1食の削減



３Ｒ改善項目

日本水産株式会社

【効果】【事例の説明】

容器包装のコンパクト化、薄肉化

大きな大きな焼きおにぎり他

2019年度は家庭用調理冷凍食品17アイテム、家庭用加
工食品22アイテムで、外装フィルムの横幅短縮や厚みの
薄肉化を行い、フィルム一枚当たりの重量を軽量化しま
した。

上記取り組みにより、年間で15,630kg
のプラスチック容器を削減しました。

改良後

10mm短縮

容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

石窯マルゲリータ等２１品

【効果】【事例の説明】

日本ハム株式会社

製品をのせているトレイの形状を変更し、トレイ四隅
のプラスチックを削減。

トレイに使用するプラスチッ
ク重量を47%削減。（2012年
トレイ比較）

改良前

改良後

【裏面表
記】



容器包装のコンパクト化、薄肉化３Ｒ改善項目

マルハニチロ株式会社

【効果】【事例の説明】
マルハニチロ 肉入りカット野菜120ｇ

容器の強度落とすことなく、包材の構成
を見直し、コンパクト化・薄肉化を図った。

包材変更
重量 3.9g ⇒ 3.7g（5.1％削減）
年間1.2㌧削減

改良前

改良後

陽気のコンパクト化、容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

日本ハム株式会社石窯工房 厚切りピッツァブレッド

製品をのせていたトレイを廃止し、外装サイズを小さ
くすることで、製品全体のプラスチック重量を削減。

・トレイ廃止
・外装サイズ縮小
500×365mm → 420×300mm



容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

森永製菓株式会社ガトーショコラ

【効果】【事例の説明】

包装機械の改善・調整を行い、ピロー包装のカット
ピッチを縮寸した。

ピローフィルムの使用量を従来よりも約
４％削減した。

容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

山崎製パン株式会社５つに切ったロールケーキシリーズ

中身の大きさはそのままに
三方包装の幅を

290mmから
285mmに削減。

改良前

改良後

「５つに切ったロールケーキ」の三方包装の幅を縮小
し、プラスチック使用量を削減しました。

三方包装の幅を290mmから285mmに変
更することで、プラスチックを１個あた
り1.7%削減できます。年間620kgの削減
に繋がります。



容器包装のコンパクト化、薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

よつ菓乳業株式会社よつ葉 北海道十勝１００
なめらかクリームチーズ１００ｇ

容器設計を見直し、軽量化を図った。 容器重量で、32％削減

改良前

改良後

容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

ライオン株式会社

商品のリニューアルに合わせ、詰め替えパウチの幅
寸法（160mm⇒150mm）を見直し、プラスチック
使用量削と詰替えやすさの向上を図った。

パウチ１袋当たりのプラスチック
使用量を約10%削減

改良前

改良後

トップクリアリキッドつめかえ用



容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

ライオン株式会社ソフラン アロマリッチ 本体（全5香調）

商品リニューアルに合わせ、ボトル形状を従来の表裏
非対称形から対称形へ変更することで、容器のスリム
化を図り樹脂量削減を実現

従来品からプラスチック使用量を約6%削減

改良前

改良後

容器包装のコンパクト化、容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

ライオン株式会社スマイル40EXa・スマイル40EXマイルドa

商品のリニューアルに合わせ、携帯袋を削除、それに
併せてピローフィルム巾を縮小することで、プラス
チック使用量を削減した。

商品１個あたりのプラスチック使用
量を20.6%削減。
(携帯袋削除：19.8％、ピローフィ
ルム巾縮小0.8％）

改良前

改良後



プラスチック１．７％削減

容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

株式会社ロッテパイの実シェアパック

巻き取り品の内装の幅を118ｍｍから116ｍｍ幅に短
縮して1.7％の削減につながりました。

商品画像

商品構成包装資材
・外装
・内装

内装拡大画像

内装画像

巻き取り幅：118ｍｍ→116ｍｍ（1.7％
削減）

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

アサヒ飲料株式会社「ＭＳ＋Ｂ『ウィルキンソン タンサン』ラベルレ
スボトル 」PET500ml

ラベルレスにより、プラスチック使用量を削減。また分別
時にラベルを剥がす手間を省き、環境負荷を低減。

ラベルに使用するプラスチック使用量を90％以上削減。
2018年に通販チャネル1社で「おいしい水」ブランドをテスト販売
（2品目）、2019年より3ブランド（3品目）、本年は新たに通販
チャネル1社限定で1ブランドを追加し、通販・宅配を中心に取り扱
いを拡大することでプラスチック使用量の削減に貢献。



容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】
アサヒ飲料株式会社

「『アサヒ おいしい水』天然水 ラベルレスボトル」
PET600ml、2Ｌ

2020年4月、識別表示に関する制度変更に伴い、タックシー
ルの代わりにボトルに直接リサイクルマークを刻印すること
で、完全ラベルレス化を実現しました。

ラベルやタックシールを貼付しないこ
とにより、年間で7tの樹脂量の削減を
見込んでいます。

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

大塚製薬株式会社
ポカリスエット イオンウォーター300mlPET
ボトル ラベルレス

改良前

改良後

ラベルが無いことで環境負荷を低減させ、また購入者が
ラベルを剥がす負担も減らします。

1本あたり0.335gの樹脂使用量を削減し
ています。



容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

オハヨー乳株式会社のむヨーグルト

被せ蓋1.9g、蓋0.12g
⇒蓋0.19g

カップタイプの飲料について、
内蓋の強度を強化し、被せ蓋
を外すことで、プラスチック量
1.83g/個、削減しました。

改良前

改良後

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

花王株式会社

【効果】【事例の説明】

キュレルディープモイスチャースプレー
（小60g、中150g、大250g）

ＰＯＰを削除 プラスチックフィルムを
約0.1(g／個)削減

改良前

改良後



容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

花王株式会社

【効果】【事例の説明】

キュレルオイルメイク落とし 150ml

ＰＯＰを削除 プラスチックフィルムを
約0.1(g／個)削減

改良前

改良後

プラスチックフィルムを
約0.1(g／個)削減

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

花王株式会社キュレルジェルメイク落とし 130g

ＰＯＰを削除

改良前

改良後



容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

花王株式会社
キュレルローション（220ml、410mlポンプ）
キュレルジェルローション（220ml）

ＰＯＰを削除 プラスチックフィルムを
各約0.1(g／個)削減

改良前

改良後

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

花王株式会社メンズビオレ泡タイプ洗顔料つめかえパウチ

ノズル内部のストロー部品削除 及び
底部フィルムの材質変更。吐出口近傍には液流路リブを設け
る事で、同等の注ぎ易さを確保した。

樹脂削減率：１９％

ストロ
―

改良前

改良後



容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

花王株式会社
ビオレ メイクも落とせる洗顔料 うるうる
密着泡 ［つめかえ用］

ノズル内部のストロー部品削除 及び
底部フィルムの材質変更。吐出口近傍には液流路リブ
を設ける事で、同等の注ぎ易さを確保した。

樹脂削減率：２０％

ストロ
―

改良後

改良前

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

花王株式会社
ビオレマシュマロホイップモイスチャー/リッチモイスチャー
/オイルコントロール/薬用アクネケア［つめかえ用］

ノズル内部のストロー部品削除 及び
底部フィルムの材質変更。吐出口近傍には液流路リブを設け
る事で、同等の注ぎ易さを確保した。

樹脂削減率：１９％

ストロ―

改良前

改良後



容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

株式会社資生堂TSUBAKI ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾘﾍﾟｱ ﾍｱｳｫｰﾀｰ

容器デザインをシュリンクから直接印刷に変更し、さらに、
全体を覆うシュリンクフィルムを削除することで、樹脂使用
量を削減した。

樹脂使用量を約２ｇ削減した

容器包装の簡略化、その他特性３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

森永製菓株式会社７粒ハイチュウ

内装の形態をパーセルラップからバンドラップに変更して
使用するフィルムを削減した。更に段ボールケース内の詰
め方も工夫して外装の寸法を変更。

内装に使用するフィルムを従来よりも約
54％削減。また、パレットの積載効率も
約11％改善した。



３Ｒ改善項目

味の素株式会社

【効果】【事例の説明】

「パルスィート カロリーゼロ」スティック

内袋スティックの内側ＰＥフィルムに高強度グレード
を採用することで、薄肉化しても充填包装機適性を満
足させることに成功した。

プラスチック使用量削減
削減量 2.2ｔ/年

（24％減）

改良前

改良後

容器包装の薄肉化

＜改良品＞
外側

内側（食品側）

紙

内側フィルム
アルミ箔 他
内側フィルム写真・図面

＜従来品＞
外側

内側（食品側）

紙

内側フィルム
アルミ箔 他
内側フィルム

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

花王株式会社

【効果】【事例の説明】

SOFINA CLEANSE
乾燥肌のための美容液メイク落とし＜オイル＞

製品外観は全く変えずにボトル容器肉厚分布を最適化
する事で機械物性をを低下させずにプラスチック使用
量を削減した。

・樹脂削減量：２１％削減



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

花王株式会社

【効果】【事例の説明】

キュレル泡ハンドウォッシュ 230ml

PETシュリンクフィルムを
従来３０µから２５µに変更

シュリンクフィルム重量を
約１７％削減

改良前

改良後

オーバーシュリンク
厚さ３０µ

キュレル泡ハンドウォッシュ
230ml

オーバーシュリンク
厚さ２５µ

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

花王株式会社

【効果】【事例の説明】

キュレルローション（220ml、410mlポンプ）
キュレルジェルローション（220ml）

PETシュリンクフィルムを
従来３０µから２５µに変更

シュリンクフィルム重量を
約１７％削減

改良前

改良後

オーバーシュリンク
厚さ３０µ

オーバーシュリンク
厚さ２５µ

ローション
220ml

ジェルローション
220ml

ローション
ポンプ410ml



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

協同乳業株式会社のむヨーグルト（鉄分、食物繊維、プレーン他）

蓋材の材質を検討して試験を行い、軽量化を図った。新
フィルムへの変更時期は、すでに変更済みの製品もある
が順次新包材に切り替えていく。

従来品の蓋材のフィルムが製品1本あた
り、0.95gであったが、新フィルムでは
0.89gとなり、0.06gの軽量化を行った。

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

クラシエホームプロダクツ株式会社ナイーブボディソープ 1.6L大容量

詰替パウチ層構成を見直し使用樹脂量を削減した。 詰替厚み８％削減。



容器包装の薄肉化、再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

株式会社コーセー

【効果】【事例の説明】

「サンカット 日やけ止めスプレー」シリーズ

製品のブリスタードームに再生ＰＥＴ樹脂を採用し、
リニュアルにともない厚みを薄くしプラスチック使用
量を削減。

プラスチック使用量：
内容量：60g ⇒約8％削減
内容量：90g ⇒約7％削減

内容量：60g
内容量：90g

改良前

改良後

内容量：60g
内容量：90g

容器包装の薄肉化、環境配慮設計３Ｒ改善項目

凸版印刷株式会社

【効果】【事例の説明】

「チューブなパウチ」

従来のラミネートフィルムよりも胴体フィルムを薄くし、抽
出口のパーツを独自形状にすることで最後まで使い切りやす
い構造を実現。

ラミネートチューブと比較してプラ
スチック樹脂の使用量を30%程度削
減。



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

日清フーズ株式会社業務用 マ・マースパゲティ 包材肉薄化

＜軽量化＞
業務用スパゲティ4kgのフィルム包材の厚みを薄くし、軽量
化を実施した。

厚み：20％削減
（重量：20％削減）

改良前

改良後

外観は変更ないが、包材の厚みを薄くした

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

日清フーズ株式会社冷凍食品 大盛ミートソース、ナポリタン等

＜肉薄化＞
冷凍食品 大盛ミートソース、ナポリタンについて、外
装フィルムを薄くし、プラスチックを削減した。

外装フィルムの厚み：10％削減
（重量：10％削減）

改良前

改良後



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

株式会社ブルボンアルフォートFS

外袋の厚みを見直し薄肉化して、プラスチック使用量を削減。 外袋の厚みを約8.3％削減。

容器包装の薄肉化、、環境配慮設計３Ｒ改善項目

株式会社ブルボン

【効果】【事例の説明】

ブランチュール、ブランチュールFS

プラスチックトレーに植物由来のプラスチックを配合
し、石油由来のプラスチック使用量を削減。
また、トレーの構造見直しを図って厚みを薄くし、プ
ラスチックそのものの使用量を削減。

25％植物由来配合のプラスチックを使用
と、トレーの厚みを約11％削減。

ブランチュール

ブランチュールＦＳ

トレー底部に
バイオマスマーク刻印



容器包装の薄肉化、その他特性３Ｒ改善項目

マルハニチロ株式会社

【効果】【事例の説明】

白身＆タルタルソース・白身魚タルタルソース

プラスチックトレーの薄肉化 トレイの重量で10％減（6.0g⇒5.4g/
枚）、入数を1,800枚⇒2,200枚/CSへ
変更し、配送効率アップを実現しまし
た。

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

マルハニチロ株式会社

延長

さけフレーク 50g／12×4 他瓶詰7品

容器包装を見直し、軽量化を図った。 旧包材から7％以上削減

改良前

改良後

外見上変更なし



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

森永製菓株式会社ハイチュウプレミアム

パウチの材質を見直して、菓子の品質と耐輸送性を維持
したままフィルムを薄肉化した。

パウチに使用するプラスチックフィ
ルムを、従来よりも約11％削減。

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

森永製菓株式会社大玉チョコボール

パウチの材質を見直して、菓子の品質と耐輸送性を維
持したままフィルムを薄肉化した。

パウチに使用するプラスチックフィル
ムを、従来よりも約11％削減。



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

山崎製パン株式会社ドーナツミックス（チョコ&シュガー）
ウェーブリングドーナツ

「ドーナツミックス（チョコ&シュガー）3個入り」と
「ウェーブリングドーナツ3個入り」について、プラ
スチック袋の厚みを40μから28μに薄肉化しました。

製品1個当たりの容器包装重量を約30%
削減し、年間で3.3ｔのプラスチックを
削減しました。

約30％薄肉化しました

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

雪印メグミルク株式会社ナチュレ恵フルーツヨーグルト

雪印メグミルクでは、ＣＳＲ重要課題の取組テーマの１
つにプラスチック使用量の削減を掲げており、商品容器
の軽量化等によるプラスチック使用量の削減に取り組ん
でいます。
弊社野田工場では、製造しているナチュレ恵フルーツ
ヨーグルトのプラスチック容器の軽量化を実現しました。

2019年度に6％の軽量化を実現しました。
軽量化により年間23ｔのプラスチック使
用量削減につながる見込みです。(2019
年度の生産量から試算）



容器包装の薄肉化、環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

ユニリーバ・ジャパン・カスタマー
マーケティング株式会社

Lipton Botanic Tea / Lipton 
KEEP&CHARGE

独自のコンバーティング技術により、リサイクル性に
配慮しながらハイバリア性を有するポリプロピレン素
材のモノマテリアル包材を実現

従来の3層構成を2層化し、包材重量を
13%削減、原料調達から廃棄段階までの
CO2排出量を33%削減

トップスーパーNANOX
トップスーパーNANOXニオイ専用

容器包装の薄肉化、再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

ライオン株式会社

製品リニューアルに合わせ、容器形状を変更し従来品から樹脂量を削
減。（削減率：本体20%、本体大16%）
更にボトルは材質をHDPEから100%※リサイクルPETに変更。合わせ
てアテンションシールはリサイクルPET20%に変更した。※添加剤等を
除く
また、ボトルを透明にしたことで、残量の視認・詰め替え時の液溢れ
防止など使用性の向上を図った。

総使用量：
従来品からプラスチック使用量を削減(本体:20%、本
体大：16%)
再生材料使用量：
ボトルとアテンションシールはリサイクルPETに変
更(ボトル：100%※、アテンションシール：20%)

改良前

改良後

本体 本体大 本体大本体



詰め替え、複合素材化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

ファーファFree＆（Pパック）

容器ボトルをペーパーパック化することで、本体として
も使用できる詰替品の発売を実現。※2020年春現在、通
販等一部チャネルでテスト販売を実施。従来ボトルも継
続して販売中。

500mlの従来品ボトルと比較して、
74%のプラスチック使用量を削減
した。

NSファーファ・ジャパン株式会社

詰め替え３Ｒ改善項目

牛乳石鹸共進社株式会社

【効果】【事例の説明】

バウンシアボディソープWSb

3回分の詰替用を発売することにより、プラスチック
使用量を削減。

3回分の詰替えを発売することで、本
体ボトル3本分と比較し、プラスチッ
ク使用量は182g削減（約86％の削減)。
詰替え1回分と比較し、3プラスチッ
ク使用料を1.4ｇ削減（約4％の削
減）。

1本あたりの
プラスチック使用量：

70.5g

改
良
前

改
良
後

本体ボトル1本分のプラスチック使用量：70.5g
詰め替えパウチ1回分のプラスチック使用量：
10.3g
プラスチック使用量：59g(約85％) 削減

詰め替えパウチ3個分のプラスチック使用量：
30.9g
詰め替えパウチ3回分のプラスチック使用量：
29.5g
プラスチック使用量：1.4g(約4％) 削減

本体ボトル3本分のプラスチック使用量：
211.5g
詰め替えパウチ3回分のプラスチック使用量：
29.5g
プラスチック使用量：182g(約86％) 削減



３Ｒ改善項目

株式会社資生堂

【効果】【事例の説明】

TBK プレミアムリペアマスク 詰め替え

本体発売後 詰替えパウチを発売 詰め替えることで廃棄プラスチック
量を
約９０％削減

詰め替え

詰め替え３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

株式会社バスクリンきき湯ファインヒート

かねてよりお客様から「きき湯ファインヒート」の、つめかえ
要望が多く寄せられておりエコ意識高まりへの対応・お客様か
らのご要望≪もったいない≫にお応えするために開発しました。
樹脂容器を使用後、毎回廃棄しなくてはなりませんでしたが、
つめかえ用パウチから製剤をつめかえることで容器を廃棄しな
いで再利用することが可能となりました。

本体重量比 約90％減（本体：95.6ｇ
つめかえ用：10.3ｇ）

本体
ボトル

つめかえ
パウチ



詰め替え３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

ライオン株式会社トップクリアリキッド・トップクリアキリッド抗菌
つめかえ用ウルトラジャンボ

めかえ用としてウルトラジャンボサイズを発売。
既存のつめかえ用超特大に比べ、単位容量あたりのプラス
チックの使用量を削減した。

既存のつめかえ用超特大に比べ、単
位容量あたりのプラスチック使用量
を約３１％削減

付け替え３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

株式会社コーセーONE BY KOSÉ セラム ヴェール

ポンプを新しいボトルにつけかえることで、プラス
チック使用量を削減。

プラスチック使用量：
内容量： 60mL ⇒約87％削減
内容量：120mL ⇒約88％削減

本体
内容量60mL

付替えよう
内容量：60mL

本体
内容量：120mL

つけかえ用
内容量120mL



複合素材化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

花王株式会社ビオレZロールオン

2次包装をスタンディングパウチ（プラ袋）からシュリンク
台紙（プラと紙の複合包装）に変更

ビオレZ
2次包装のLCCO２削減率：約64％減
2次包装のプラスチック重量削減率：
約89%減

改良前

改良後

複合素材化、環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

うま味調味料 味の素

バイオマスインキ、紙、バイオマスポリエチレンを用
いることで、使用する原料の90%以上を植物由来の素
材とすることに成功

植物由来の原料を90%以上使用

味の素株式会社



複合素材化、環境配慮設計３Ｒ改善項目

中央化学株式会社

【効果】【事例の説明】

ＴＡ Ｒ－ＤＯＮ

①ＴＡ（タルファー）は素材の半分以上をタルク
（滑石）にすることでプラスチックの使用量を半分
にできる画期的な素材です。その素材を使用し、Ｃ
Ｔ（ＰＰフィラー）からＴＡに変更した製品がＲ－
ＤＯＮです。
※ＣＴは当社素材名です。
②バイオマスインキを使用し、環境に配慮していま
す。

ＴＡ（タルファー）は、プラスチックの
使用量を半分にしてＣＯ2の排出量をＣ
Ｔ(ＰＰフィラーと比較して26％削減し
ています（当社調べ）。
※素材のCO2排出量は1㎏あたりで算出
しています（当社調べ）。

改良前

改良後

CT素材の製品「CTほまれ丼M18 BK」
TA素材の製品「TA R-DON M18 BK」

複合素材化、環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

リスパック株式会社リスニュートデリカシリーズ

リスニュートデリカシリーズは、植物原材料とタルク
を配合させた業界初の100%自然由来素材で高耐熱の
容器です。石化資源抑制、カーボンニュートラルの原
理でＣＯ２の排出抑制にも貢献します。（耐熱温度１
１０℃）

植物原材料から作られるポリ乳酸と無
機物であるタルクで構成することから
石油資源の抑制に繋がります。



再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

キィユーピー株式会社キユーピー 深煎りごまドレッシング

キユーピー ドレッシング
スティックタイプに再生プラスチックを採用

キユーピー ドレッシング スィッ
クタイプの外装中に使用済PETボト
ルを原料とした再生プラスチックを
約15％使用しました。

改良前

改良後

再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

日本ハム株式会社中華名菜シリーズ24品

製品をのせているPETトレイをPET再生原料100%トレ
イに変更。

【裏面表
記】



再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

Ｐ＆Ｇジャパン株式会社JOY（ジョイ）

国内の海岸で回収されたプラスチックごみから再生し
た樹脂をボトルの約25%に使用。また他の再生樹脂も
25%使用し、合計バージン樹脂の使用量を約50%削減。

再生樹脂使用量：約５０％使用
（約25%は海洋プラスチック）
環境負荷低減

黒いコアラのマーチ＜ココア＆ミルク＞パウチ

パッケージの一部を再生したプラ（PET）を使用し、
リサイクルプラの有効活用に寄与しております。

15％リサイクルプラ使用

商品画像 商品構成包装資材

・スタンディングパウチ

裏面画像

拡大画像

※パッケージの15％についてはリサイクルしたプラ原料を使用しました。

再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

株式会社ロッテ



環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

「お～いお茶」緑茶ティーバッグ22袋 株式会社伊藤園

ティーバッグの個包装をプラスチックから紙に変更 個包装の紙素材への変更でプラス
チックの年間使用量を約15ｔ削減

環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

クラシエホームプロダクチウ株式会社肌美精濃密潤い美容液

プラスチックケースを100%削減。プラケースを紙箱に変更



環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

肌美精集中保湿クリーム クラシエホームプロダクツ株式会社

プラケースを紙箱に変更 プラスチックケースを100%削減。

環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

「雪肌精 クリアウェルネス」シリーズ

商品の外装の一部に、サトウキビの搾りかすを原料とした植物
由来の「バイオマスPET」や「バイオマスPE」を採用。また、
できるだけプラスチック樹脂の使用を控えるよう配慮。

「バイオマスPET」や「バイオマスPE」
を採用することで、物性を低下させずに、
石油由来原料の使用量を削減するととも
に、ライフサイクル全体のCO2排出量を
削減。

株式会社コーセー



環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

「GL BARRIER」GL-X-BP, GL-X-LE 凸版印刷株式会社

ボイル殺菌・ホット充填可能なPP(ポリプロピレン）基
材の透明バリアフィルム「GL-X-BP」とPE(ポリエチレ
ン）基材の透明バリアフィルム「GL-X-LE」を開発。こ
れによりPP、PEベースのハイバリアモノマテリアル軟包
材が実現。

ハイバリア軟包材の単一素材(モノマ
テリアル）化によるリサイクル適性の
向上

「GL BARRIER」GL-X-BP, GL-X-LE  製品
写真
© Toppan Printing Co., Ltd.

環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

五目炒飯 ニチレイフーズ株式会社

パッケージに使用するインクの一部にバイオマスインキ
を使用

先行して実施した「お弁当にGood!」シ
リーズに加え、具材たっぷり五目炒飯、
蔵王えびグラタン/ドリア、えびとチー
ズのグラタン/ドリアでも採用
（バイオマス度：10％）



環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

日清食品ホールディングス株式会社日清食品 麺職人シリーズ
日清食品 デカうまシリーズ

ケースの強度落とすことなく、包材の構成
を見直し、使用接着材料の低減を図った。

ケースに使用する接着材料を容器
を20％削減
年間削減量10t

使用接着剤量を削減

環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

株式会社ブルボンコロネクッキー

バイオマス（植物由来）PETフィルムを使用して、石
油由来のプラスチック使用量の削減。

バイオマス（植物由来）２０％含有PET
フィルムを外袋の一部に使用して、石
油由来のプラスチック使用量と二酸化
炭素の削減。



環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

日清食品ホールディングス株式会社日清食品 カップヌードル

カップヌードル容器「ECOカップ」に使用してい
る石化由来のプラスチックを、植物由来のバイオ
マスプラスチックに置き換えた「バイオマスECO
カップ」への切替えを開始した。

従来の「ECOカップ」に比べて1カップ
あたりの石化由来プラスチック使用量を
ほぼ半減、原料の調達からカップの製造、
輸送および廃棄（焼却）に至るライフサ
イクルで排出されるCO₂量を約16％削減
した。
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