


2021年３Ｒ改善事例集をお届けします。

2021年のプラスチック製容器包装の３Ｒ改善事例の募集に、３２社、８４アイテム、

１０４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製容器包装の環境配慮設計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。

会員の皆様の取組みに、深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製容器包装の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

2021年11月



応募企業（50音順）

味の素株式会社

味の素冷凍食品株式会社

NSファーファ・ジャパン株式会社

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

キューピー株式会社

共同印刷株式会社

協同乳業株式会社

株式会社極洋

クラシエホームプロダクツ株式会社

株式会社コーセー

サンスター株式会社

株式会社資生堂

新日本化成株式会社

大日本印刷株式会社

中央化学株式会社

テーブルマーク株式会社

凸版印刷株式会社

中本パックス株式会社

株式会社ニチレイフーズ

日清フーズ株式会社

日本水産株式会社

株式会社ブルボン

マルハニチロ株式会社

森永製菓株式会社

森永乳業株式会社

山崎製パン株式会社

雪印メグミルク株式会社

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・リーバジャパン

よつ葉乳業株式会社

ライオン株式会社



■2021年の３R改善事例 ３２社、８４アイテム、１０４改善項目

当協議会は、2008年より毎年、プラ容器包装の３Ｒ改善事例集＊を発刊しています。2021年の

応募社数は３２社、応募アイテム数は８４、改善項目数は１０４でした。前年に比べて、応募社

は２社減りましたが、応募アイテム数は１１増、改善項目は１０増となりました。３Ｒ改善事例

は、毎年、新たな事例が応募され、会員企業・団体での様々な取組みが継続、進展していること

がわかります。

当協議会では、今後もプラ容器包装の環境配慮設計の取組みを進めてまいります。

なお、2008年からの応募状況は、下表の通りです。

３Ｒ改善事例の応募推移

年 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

企業数 39 38 27 26 25 19 15 33 24 23 27 29 34 32

アイテム数 101 71 58 54 62 44 35 66 65 51 65 61 73 84

■バイオプラスチックの利用などの新技術の項目数が増加

2021年の改善事例を項目別にみますと、本年初めてバイオプラスチックの利用が薄肉化と並

んで最多となりました。容器包装のコンパクト化、簡略化、薄肉化のプラ使用量削減の３項目の

合計は、昨年の６３％から１２ポイント減少し、バイオプラスチックの利用（全てバイオマスプ

ラスチック）や再生プラスチックの利用、モノマテリアル化、その他（バイオマスインキ使用、

容器のサイズダウンによる輸送効率向上など）といった新しい技術の項目数が増加しました。

３Ｒ改善事例の傾向

基準番号 改良基準 事例数（重複含） 割合

1 容器包装のコンパクト化 15 14%

2 容器包装の簡略化　*a 18 17%

3 容器包装の薄肉化 21 20%

4 詰め替え 5 5%

5 付け替え　*b 1 1%

6 複合素材化　 *c 0 0%

7 複合材質化　*d 0 0%

8 モノマテリアル化 3 3%

9 再生プラスチックの利用 8 8%

10 バイオプラスチックの利用 21 20%

11 易分別性容器包装 0 0%

12 減容化    *e 0 0%

13 その他特性　*f 12 12%

104 100%合計

*a :省いたり無くしたりする

*b :ノズル等を新しい容器に付け替える

*c:プラスチック以外の素材との組合せ

*d :プラスチック素材のいろいろな組合せ

*e :つぶしやすくする、解体しやすくする等

*f：1～12に該当しない基準



企業名 商品名 基準番号

味の素株式会社 コンソメ 13

味の素冷凍食品株式会社 ギョーザ　32個ＥＣＯパウチ 2、9

NSファーファ・ジャパン株式会社 ファーファ FFウォッシュ オム・ボーテ 3

FTセレクト 10

輝皿 10

紙トレー 13

ines ジェントルスクラブクレンズ、 ハーバルジェルクレンズ、

ボタニカルアロマ
2

エッセンシャル　シャンプーコンディショナー ミニセット 3

キュキュットクリア除菌　食洗機用 1

キュキュット泡スプレー詰替え 4

キュキュット泡スプレー複数回詰替え 3

キュキュット泡スプレー 9

キュレル　潤浸保湿　UVミルク・クリーム、ＢＢミルク、

ＢＢクリーム、パウダファンデーション、透明感パウダー(おしろい）
13

キュレル　BBミルク、BBクリーム 2

ケープ（１７ＳＫＵ） 2

セグレタ　シャンプー、コンディショナー、トリートメント、スプレー、

ミスト、髪の美容液、ヘアエステ
2

セグレタ　ヘアエステ ２、13

セグレタ 育毛エッセンス 13

ビオレ　クリアふきとりシート 10

ビオレ　素肌つるるんクレンジングウォーター 2

プリマヴィスタ 　スキンプロテクトベース＜皮脂くずれ防止＞ 2、10

フレアフレグランスＩＲＯＫＡ　本品 13

ピュア　シャンプー、コンディショナー 2

リーゼ、リーゼフォーメン 2

カルビー株式会社

大日本印刷株式会社
シンポテト シリーズ 10

キューピーベビー 泡シャンプー 10

キューピーベビー 泡ソープシリーズ 10

キューピー株式会社 キユーピー テイスティドレッシング 9

キューピー株式会社

大日本印刷株式会社
サラダクラブ　ミックスビーンズ他 10

協同乳業株式会社 カスタードプリン、なめらかプリンなど 3

株式会社極洋 キョクヨー オーシャンキング 1

株式会社エフピコ

花王株式会社

牛乳石鹸共進社株式会社



企業名 商品名 基準番号

いち髪 ザ プレミアム　シャンプー／コンディショナージャンボ 9

いち髪 ザ プレミアム　シャンプー／コンディショナー詰替 10

いち髪　ザ　プレミアム　シャンプー／コンディショナートライアル 10

エピラット　オム除毛クリーム 13

ナイーブボタニカルクレンジングオイル 10

ナイーブボタニカルクリーミー泡洗顔料 10

ナイーブボタニカルクリーミー泡洗顔料　詰替 4

マー＆ミー　リンスイン　詰替 4

雪肌精 クリアウェルネスシリーズ 4

雪肌精 クリアウェルネスＵＶ ディフェンス ジェル 13

コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアセラム 5、10

ＰＯＰ企画品の首掛け景品 13

ポンプ式デンタルリンス 3

ラクトフェリン 3

洗顔専科パーフェクトホイップ 2

シーブリーズ デオ&ウオーター 2

新日本化成株式会社

共同印刷株式会社
アドブルー５Ｌ 1、３

大日本印刷株式会社 DNPモノマテリアル包材 PPボイル・レトルト仕様 8

中央化学株式会社 Ｃ－ＡＰＧ　ＳＤＬシリーズ 9

テーブルマーク株式会社 ごっつ旨いお好み焼 2、13

PETモノマテリアル容器 8

Bio NAK-A-PET 3、10

春巻 １、2

からあげチキン 3

まあるい焼きおにぎりシリーズ、お弁当ミートオムレツ 10

日清フーズ株式会社 日清　コツのいらない天ぷら粉　４５０ｇ 3

大きな大きな焼きおにぎり　他９品 3

たこ焼き18個、ちゃんぽん　他 1、3

80キロカロリー シリーズ 1、2

味サロン 1、2

チーズおかき 1、２

株式会社ブルボン

大日本印刷株式会社
プチポテト シリーズ 3、10

株式会社資生堂

中本パックス株式会社

株式会社ニチレイフーズ

日本水産株式会社

株式会社ブルボン

クラシエホームプロダクツ株式会社

株式会社コーセー

サンスター株式会社



企業名 商品名 基準番号

マルハニチロ株式会社 高菜ピラフ・鶏ごぼうごはん・エビとチーズのグラタン類 １、2

純ココア １､13

大粒ラムネ 3

ハイチュウプレミアム 1

ｉｎゼリー 1

小枝 10

大玉チョコボール 10

板チョコアイス 1

森永乳業株式会社 クリープ（袋） 1

デニッシュブレッドシリーズ、中華紀行マーラーカオ(5)、

ホワイトチョコサンド　等
3

牛乳仕込みのミルクチュロッキー、もっちわ 3

雪印メグミルク株式会社
食感工房とろけるカスタードプリン、なめらかバナナプリン、

濃密宇治抹茶プリン
3

ユニ・チャーム株式会社 シルコットウェットティッシュ　ノンアルコール除菌（期間限定品） 10

ユニ・リーバジャパン

凸版印刷株式会社

ラックス ルミニークサシェセット

限定デザイン
8

よつ葉乳業株式会社 北海道十勝プレーンヨーグルト生乳100 しっかりなめらか 10

トップクリアリキッド　つめかえ用 9、3

キレイキレイ薬用　液体ハンドソープ本体、泡ハンドソープ本体、

本体大型、ハンドソープ コンディショニングソープ本体
9

hadakara　液体ボディソープ本体、泡ボディソープ本体、

泡ボディソープ本体大型
9

バン汗ブロックスティック　プレミアムゴールドラベル 2、10

グロンサン内服液（10本箱品・30本箱品） 2

システマ ハグキプラス ハミガキ、Brilliant more ハミガキ

クリニカ アドバンテージ NEXTSTAGE ハミガキ
3

山崎製パン株式会社

ライオン株式会社

森永製菓株式会社



容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：20％

【事例の説明】

三方袋に袋詰めする製品の使用袋を、

２１０ｍｍ×２５０ｍｍから２１０ｍｍ×２００ｍｍに変更

キョクヨーオーシャンキング 株式会社極洋

容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：約３％ ／製品

【事例の説明】

サイズ縮小（ツル首パウチを平型パウチに変更）

花王株式会社キュキュットクリア除菌 食洗機用

ツル首パウチ
12.0g

平型パウチ
11.6g

容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】



容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：2.9％

【事例の説明】

包装機械を調整して、内袋の長さ（カットピッチ）を6㎜縮寸

板チョコアイス 森永製菓株式会社

容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：2.5％

【事例の説明】

菓子の充填方法と内装箱への詰め方を工夫、

パウチ底部のマチ幅を5㎜縮寸

ハイチュウプレミアム 森永製菓株式会社



容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：９％

【事例の説明】

開封性を向上させながら、キャップとストローの

プラスチック使用量削減

ｉｎゼリー 森永製菓株式会社

容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：9.1％、5t／年

【事例の説明】

高さを15㎜縮小

森永乳業株式会社クリープ（袋）

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】

プラスチック削減量：約10％／製品

【事例の説明】

外袋寸法の見直しとトレーの廃止

味サロン 株式会社ブルボン

容器包装のコンパクト化、その他特性３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：1.3％

【事例の説明】

ポリチャック付き内装の材質構成と寸法の見直し

純ココア 森永製菓株式会社



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】

プラスチック削減量：

シリーズ平均 約39％／製品

【事例の説明】

外袋寸法の見直しとトレーの廃止

株式会社ブルボン80キロカロリーシリーズ

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】

プラスチック削減量：約31％／製品

【事例の説明】

外袋寸法の見直しとトレーの廃止

株式会社ブルボンチーズおかき



容器包装のコンパクト化、簡略化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：7,665kg／年(予定）

CO2排出削減量：17,786t／年(予定)

【事例の説明】

包材の構成を見直し、十分な強度を保ったままサイズダウン

高菜ピラフ、鶏ごぼうごはん、
エビとチーズのグラタン類

マルハニチロ株式会社

容器包装のコンパクト化、簡略化３Ｒ改善項目

【効果】

容器包装重量削減量：71％

（11.9g→3.4g）

【事例の説明】

フィルムサイズの縮小、トレイの廃止

春巻 ニチレイフーズ



容器包装のコンパクト化、薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：約16 t／年

【事例の説明】

外装フィルムの横幅短縮や厚みの薄肉化

たこ焼き18個、ちゃんぽん他
家庭用調理冷凍食品11アイテム、家庭用加工食品24アイテム

日本水産株式会社

容器包装のコンパクト化、薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

容器重量：約200g→約80g

プラスチック削減量：60％／製品

【事例の説明】

同等の強度を担保できる包材設計により、

ポリ容器＋紙ラベル仕様を軟包装＋印刷仕様に変更

アドブルー５L 新日本株式会社
共同印刷株式会社



容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：

約0.2～0.3 g／製品

【事例の説明】

アイキャッチシールの廃止

Ines ジェントルスクラブクレンズ、
ハーバルジェルクレンズ、ボタニカルアロマ

花王株式会社

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】
プラスチック削減量：

BBミルク：1.5g／製品
BBクリーム：3.4g／製品

【事例の説明】

１次容器の構成変更およびパーツ数削減

花王株式会社キュレル BBミルク、BBクリーム

キュレル BBミルク キュレル BBクリーム



容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：約0.2g／製品

【事例の説明】

アイキャッチラベル廃止

ケープ（１７ＳＫＵ） 花王株式会社

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：

約0.14～0.80 g／製品

【事例の説明】

アイキャッチシールの廃止

セグレタシリーズ
シャンプー、コンディショナー、トリートメント、１本でトップふっくら毛先まとまるシャンプー、髪を育
むスプレー、ふっくら仕上がるスプレー、乾かすだけでふっくらミスト、髪の美容液ふっくら仕上げ

花王株式会社



容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：7.1g／製品

CO2排出削減率：約64％／製品

【事例の説明】

個箱のプラ窓廃止

ビオレ 素肌つるるんクレンジングウォーター 花王株式会社

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：

約0.2～0.3 g／製品

【事例の説明】

アイキャッチシールの廃止

ピュアンシャンプー、ピュアンコンディショナー 花王株式会社



容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：

約0.2～0.3 g／製品

【事例の説明】

アイキャッチラベルの廃止

リーゼ（１５ＳＫＵ）、リーゼフォーメン（２ＳＫＵ） 花王株式会社

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：約0.17ｇ／製品

【事例の説明】

アイキャッチシールを廃止

洗顔専科パーフェクトホイップ 株式会社資生堂



容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：約0.52ｇ／製品

【事例の説明】

シュリンクフイルムを

開封したことが分かるアイキャッチシールに変更

シーブリーズデオ&ウオーター 株式会社資生堂

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

【効果】
プラスチック削減量：
《10本箱品》2.0ｇ／製品（削減率100％）
《30本箱品》6.0ｇ／製品（削減率100％）

【事例の説明】

製品に付属しているストローを廃止

グロンサン内服液（10本箱品・30本箱品） ライオン株式会社



容器包装の簡略化、再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：37％ ／製品

包材の再生プラスチック配合率：15%

【事例の説明】

トレイを廃止

包装材料の一部に再生プラスチックを使用

ギョーザ 32個ＥＣＯパウチ 味の素冷凍食品株式会社

容器包装の簡略化、バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】
１個箱のPET樹脂削減量：0.35g／個
ボトルのバイオマスPE：

バイオマス度10%以上使用

【事例の説明】

1個箱の窓貼り（PETフィルムラミネート）の廃止

ボトルの一部にバイオマスプラスチックを使用

プリマヴィスタ
スキンプロテクトベース＜皮脂くずれ防止＞

花王株式会社



容器包装の簡略化、バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】
プラスチック削減量：13％
バイオマスPEはバイオ由来樹脂16%
を使用

【事例の説明】

ブリスタードームとアルミ蒸着紙の複合品からパウチに変更

パウチ材質はバイオマスPEを採用

ライオン株式会社バン汗ブロックスティックプレミアムゴールドラベル

容器包装の簡略化、その他特性３Ｒ改善項目

【効果】
プラスチック削減量： 約10.3 g／製品

（紙削減量： 約3.8 g／製品）
積載効率：25%向上（積段数4段→5段）

【事例の説明】

プラスチックと紙の複合箱の廃止

製品サイズダウンにより段ボール箱サイズダウン

セグレタヘアエステ 花王株式会社



容器包装の簡略化、その他特性３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：約34ｔ／年（2020年比）

CO2排出削減量：約160ｔ／年（2020年比）

【事例の説明】

シリーズ4品の内袋フィルムを廃止

印刷にはバイオマスインキを使用

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：18%

【事例の説明】

中身処方の一部を見直し、ボトルを薄肉化

ごっつ旨いお好み焼き テーブルマーク株式会社

NSファーファ・ジャパン株式会社ファーファ FFウォッシュオム・ボーテ



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：約1.0 g／製品

【事例の説明】

セット袋のフィルム厚みを90 μmから60 μmへ変更

花王株式会社
エッセンシャル
シャンプーコンディショナーミニセット

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：約32g／製品

【事例の説明】

詰替えPETボトルをスパウトパウチに変更

キュキュット泡スプレー複数回詰替え 花王株式会社



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：５g/m（約2割）

約4t／年

【事例の説明】

蓋材のフィルム構成を変更

協同乳業株式会社カスタードプリン、なめらかプリンなど

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：10％

【事例の説明】

ポンプディスペンサーの変更

ポンプ式デンタルリンス サンスター株式会社



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：80％

【事例の説明】

プラスチックボトルからパウチに仕様変更

ラクトフェリン サンスター株式会社

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：10％

（6.2ｇ→5.6ｇ）

【事例の説明】

トレイを薄肉化

からあげチキン ニチレイフーズ



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：約26％

【事例の説明】

包材のシーラント部の構成を変更、厚みを薄肉化

日清 コツのいらない天ぷら粉 ４５０ｇ 日清フーズ株式会社

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：約3％／枚

約17.5トン／年

【事例の説明】

家庭用調理冷凍食品9アイテムで、トレーの薄肉化

日本水産株式会社大きな大きな焼きおにぎり 他９品



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：14％

【事例の説明】

品質保護と耐輸送性をそのままにパウチを薄肉化、

開封性も向上

大粒ラムネ 森永製菓株式会社

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：

約12.5％、約94トン／年（見込み）

【事例の説明】

パン、和洋菓子に使用する共通フィルム包装を薄肉化

(掲載商品は一例、2021年8月末時点約120商品)

デニッシュブレッドシリーズ、
中華紀行マーラーカオ(5)、ホワイトチョコサンド等

山崎製パン株式会社



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：

約30％、約1.2トン／年

【事例の説明】

袋の薄肉化

牛乳仕込みのミルクチュロッキー、もっちわ 山崎製パン株式会社

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：10％（2020年度比）

2ｔ／年(2019年度の生産量から試算）

【事例の説明】

外包装の軽量化

雪印メグミルク株式会社
食感工房とろけるカスタードプリン
食感工房なめらかバナナプリン、食感工房濃密宇治抹茶プリン



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】

ラミネートフィルムの

プラスチック削減量：約20％

【事例の説明】

チューブのラミネートフィルムを薄肉化

ライオン株式会社
システマハグキプラスハミガキ、 Brilliant more ハミガキ
クリニカアドバンテージ NEXTSTAGE ハミガキ

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】

再生プラスチック使用量：約7.6%

プラスチック削減量：約7.7%

【事例の説明】

パウチの最外層のPET層をメカニカルリサイクルPET(MRPET)に変更

パウチの厚みを薄肉化

ライオン株式会社トップクリアリキッド つめかえ用



容器包装の薄肉化、バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】
プラスチック削減量：7.1％／製品
バイオマスプラ（PET）使用量：

20％／製品

【事例の説明】

包装材質の見直しにより、外装フィルムの厚みを４μ減少

フィルムの一部にバイオマスプラスチック採用

株式会社ブルボン
大日本印刷株式会社

プチポテトシリーズ

容器包装の薄肉化、バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】
薄膜化により67g/㎡

バイオマスプラ使用により84g/㎡

合計151g/㎡(約37%)の石化由来プラスチックを削減

【事例の説明】
A-PETシート0.3mm使用の勘合用フードパックをNAK-A-PET※により
薄肉化、バイオマスPETを25%配合

※NAK-A-PET：A-PETを当社特許技術により縦一軸延伸した成型用シート

中本パックス株式会社Bio NAK-A-PET



詰め替え３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：約26g／製品

【事例の説明】

付け替えボトルの製品を詰替えパウチに変更

花王株式会社キュキュット泡スプレー詰替え

詰替えボトル 詰替えパウチ

詰め替え３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：

本体容器に比べ、約80％

【事例の説明】

一部商品に詰め替え用のレフィルタイプを発売

株式会社コーセー雪肌精クリアウェルネス シリーズ



詰め替え３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：

本体ボトルの約70％

【事例の説明】

詰替製品を発売

クラシエホームプロダクツ株式会社ナイーブボタニカルクリーミー泡洗顔料 詰替

詰め替え３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：

本体ボトルの約70％

【事例の説明】

詰替製品を発売

クラシエホームプロダクツ株式会社マー＆ミー リンスイン 詰替



付け替え、バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】
ライフサイクル全体のCO2排出量を削減
付け替えレフィル容器製品の
プラスチック削減量：本体容器に比べ、約49％

【事例の説明】

ボトル容器にバイオマスプラスチックを採用

付け替えレフィル容器もラインナップ

コスメデコルテ
リポソームアドバンストリペアセラム

株式会社コーセー

モノマテリアル化３Ｒ改善項目

【効果】

包材全体の90％以上であるPPパッケージの製造、

廃棄工程でのCO2排出量や廃棄物量の削減

【事例の説明】
ポリプロピレン(PP)の単一素材で構成、リサイクル適性向上

新開発PPベースの透明蒸着フィルムを使用、従来では単一素材化が難しかった

ボイル、レトルト殺菌されるパウチやプラスチック容器用のフタ材への使用を想定

大日本印刷株式会社DNPモノマテリアル包材 PPボイル・レトルト仕様



モノマテリアル化３Ｒ改善項目

【効果】
従来一般構成設計：456g/㎡の複合素材(産廃扱い)

(比重A-PET1.34/CPP0.90にて計算)
モノマテリアル化構成設計：471g/㎡の単一素材

(比重A-PET1.34/MK-PET1.40にて計算)

【事例の説明】
廃棄品(成型時のスケルトン)等の易廃棄、モノマテリアル構成による

易リサイクル化設計：フィルム・シートをPETモノマテリアル

（三国紙工株式会社製MK-PET）に変更し、易リサイクル化

中本パックス株式会社PETモノマテリアル容器



再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

LCCO2削減量：約38g／製品

【事例の説明】

ペットボトル材質をリサイクルペットに変更

キュキュット泡スプレー 花王株式会社



再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

再生材料使用量：52ｇ／個

【事例の説明】

ボトル本体に100％（添加剤等を除く）リサイクルPETを使用

クラシエホームプロダクツ株式会社
いち髪ザプレミアム
シャンプー／コンディショナージャンボ



再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

表面基材の再生PET使用比率：80％以上

【事例の説明】

アテンションシールの材質に再生プラスチックを採用

ライオン株式会社
キレイキレイ薬用液体ハンドソープ本体
キレイキレイ薬用泡ハンドソープ本体、本体大型
キレイキレイ薬用ハンドソープコンディショニングソープ本体



バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】
LCCO₂削減量：約10%／製品

（クリアふきとりシートのLCCO₂削減率
：約2％）

【事例の説明】

内装ピローフィルムと外装ピローフィルムのＰＥＴ層に、

バイオマスＰＥＴを採用

ビオレクリアふきとりシート（7枚/20枚/32枚入り） 花王株式会社

バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

石化プラスチック削減量：10%

【事例の説明】

容器にバイオマスプラスチックを導入

よつ葉乳業株式会社
北海道十勝プレーンヨーグルト
生乳100 しっかりなめらか



バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

CO₂排出削減量：5.75％（0.25kg）

【事例の説明】

バイオマスプラスチックを25％配合

（日本バイオプラスチック協会登録）

輝皿 株式会社エフピコ

バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

CO₂排出削減量：7.02％（0.29kg）

【事例の説明】

バイオマスプラスチックを25％配合

（日本バイオプラスチック協会登録）

FTセレクト 株式会社エフピコ



バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

CO2排出削減量：フィルム単体で約10%

【事例の説明】
パウチを構成する素材の一部をバイオマスプラスチックフィルム
に変更
印刷はバイオマスインキを使用

カルビー株式会社
大日本印刷株式会社

シンポテトシリーズ

サラダクラブ ミックスビーンズ他
キューピー株式会社
大日本印刷株式会社

パウチを構成する素材の一部をバイオマスプラスチックに変更 CO2排出削減量：フィルム単体で約10%

バイオプラスチックの利用



バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

CO2排出削減量：32％／枚

【事例の説明】

詰替用パウチにバイオマスプラスチックを約39％使用

キューピーベビー泡シャンプー



バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

バイオマス材料使用

【事例の説明】

シーラント層（LLDPE層）に100％バイオマスＰＥを採用

クラシエホームプロダクツ株式会社いち髪ザプレミアム
シャンプー／コンディショナー詰替

バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

バイオマス材料使用

【事例の説明】

PET層に100％バイオマスPETを採用

クラシエホームプロダクツ株式会社
いち髪 ザ プレミアム
シャンプー／コンディショナートライアル



バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

バイオマスPET配合量：29％

【事例の説明】

ボトルPET樹脂にバイオマスPETを配合

ナイーブボタニカルクレンジングオイル

バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

バイオマスPE配合量：20％

【事例の説明】

ボトルPE樹脂にバイオマスPEを配合

クラシエホームプロダクツ株式会社ナイーブボタニカルクリーミー泡洗顔料



バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

バイオマスプラスチック使用

【事例の説明】

トレイ素材をバイオマス配合に変更

株式会社ニチレイフーズまあるい焼きおにぎりシリーズ、お弁当ミートオムレツ

バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】

バイオマスプラスチック使用量：3.4％

【事例の説明】

パウチフィルムにバイオマスプラスチックを採用

森永製菓株式会社大玉チョコボール



バイオプラスチックの利用３Ｒ改善項目

【効果】
バイオマスプラスチック
（サトウキビ由来）使用量：約38％

【事例の説明】
ウェットティッシュで初めて環境配慮型商品として、
本体容器の底フタにバイオマスプラスチック
（サトウキビ由来）を採用。

ユニ・チャーム株式会社シルコットウェットティッシュ
ノンアルコール除菌（期間限定品）

バイオプラスチックの利用、その他特性３Ｒ改善項目

【効果】

石化由来のプラスチック削減量：約９％

【事例の説明】

内袋（三方シール袋）フィルムにバイオマスプラスチックを採用

141g小枝の個装袋の印刷にはバイオマス由来のインキも使用

森永製菓株式会社小枝



その他特性３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：５1ｔ／年

【事例の説明】

プラスチックボトルを瓶に変更

コンソメ 味の素株式会社

その他特性３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：約0.5g／製品

【事例の説明】

シュリンク台紙から紙箱へ変更

花王株式会社
キュレル
潤浸保湿 UVミルク・クリーム、ＢＢミルク 2色、ＢＢクリーム 2色、
パウダファンデーション 2色、透明感パウダー（おしろい）



その他特性３Ｒ改善項目

【効果】
プラスチック削減量：約7.3 g／製品
（段ボール使用量：約55 g削減／梱

（製品24本入り））

【事例の説明】

プラスチック窓＆看板付き紙箱から看板なし紙箱へ変更

製品サイズダウンにより段ボール箱サイズダウン

花王株式会社セグレタ育毛エッセンス

その他特性３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：0.3g／製品

【事例の説明】

プラスチック製のアイキャッチラベルの紙化

花王株式会社フレアフレグランスＩＲＯＫＡ 本品



その他特性３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：100％

【事例の説明】

紙素材（FSC認証）トレーを開発

株式会社エフピコ紙トレー

その他特性３Ｒ改善項目

【効果】

包装：紙化

【事例の説明】

バイオマスプラスチックから紙に変更

株式会社コーセー雪肌精クリアウェルネスＵＶディフェンスジェル



その他特性３Ｒ改善項目

【効果】

PET樹脂削減量：13ｇ／個

【事例の説明】

PETブリスターパックをCPP袋に変更

クラシエホームプロダクツ株式会社エピラット オム除毛クリーム

その他特性３Ｒ改善項目

【効果】

プラスチック削減量：100%

【事例の説明】

プラスチック袋を折り畳み式の紙材質に変更

サンスター株式会社ＰＯＰ企画品の首掛け景品


