
プラスチック容器包装リサイクル推進協議会



２０１７年度 ３Ｒ改善事例集をお届けします。 

 

 ２０１７年度のプラスチック容器包装の３Ｒ改善事例の募集に、２３社から５１ア

イテムのご応募を頂きました。 

 事例数、改善項目共に、幅広い範囲で多くの応募を戴きました。 

各会員企業・団体でのプラスチック容器包装の３Ｒ推進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・環境配慮設計のお取り組みに、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

取り組んで参ります。 

 

 

         プラスチック容器包装リサイクル推進協議会 

               ２０１７年１２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
応募企業・団体 

                             50 音順 
味の素株式会社 

味の素ＡＧＦ株式会社（一般社団法人全国清涼飲料連合会） 

江崎グリコ株式会社 

花王株式会社 

キユーピー株式会社 

クラシエホームプロダクツ株式会社 

株式会社コーセー 

サントリーMONOZUKURI ｴｷｽﾊﾟｰﾄ株式会社（一般社団法人全国清涼飲料連合会） 

株式会社資生堂 

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス（凸版印刷株式会社） 

株式会社ニチレイフーズ 

株式会社日清製粉グループ本社 

日本生活協同組合連合会（凸版印刷株式会社） 

株式会社ブルボン 

株式会社明治 

森永乳業株式会社（大日本印刷株式会社） 

森永製菓株式会社 

山崎製パン株式会社 

雪印メグミルク株式会社 

ユニリーバ・ジャパン株式会社（日本石鹸洗剤工業会） 

ライオン株式会社 

リスパック株式会社 

株式会社ロッテ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



軽量化や薄肉化が全体の５８％、バイオ素材採用や食品ロス削減などの環境配慮も 

2017 年度 ３Ｒ改善項目の傾向 

2017 年度の３Ｒ改善事例を、改善項目別に分類すると、軽量化・薄肉化など、いわゆるリ

デュース関連（基準番号１-５）の取り組みが、５８％と全体の１/２以上を占めました。

容器包装の軽量化や薄肉化などの取り組み事例を見ると、形状変更、簡略化や薄肉化など

が多く、そのほか設計のコンパクト化、材質変更などによる軽量化もありました。 

 次いで、環境にやさしい容器包装（基準番号６～１２）が４３％でした。この改善項目

の中には、バイオ素材の採用などの環境配慮設計（基準番号１１）や、再生ＰＥＴ材の採

用（基準番号８）などの新たな改善の取り組み事例もあり、軽量化や薄肉化などに加えて、

素材や形状の見直し等、ＣＯ2削減や食品ロス削減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 7 12% 

容器包装の簡略化 *a 2 7 12% 

容器包装の薄肉化 3 15 25% 

詰め替え 4 4 7% 

付け替え *b 5 1 2% 

複合素材化 *c 6 0% 

複合材質化 *d 7 1 2% 

再生プラスチックの利用 8 8 13% 

易分別性容器包装 9 1 2% 

減容化 *e 10 0% 

環境配慮設計 *f 11 14 23% 

その他特性 *g 12 2 3% 

合計 60 100% 

*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る

*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 

なお、取組み参考例にはないが、「食品ロスの削減に繋がる容器包装の設計」を環境配慮設計に含める。 

*g (その他特性）・・ 1～11 に該当しない基準 （具体的に記載する） 



2017 年度 ３Ｒ改善事例 

No 企業名 商品名 
基

準 
３Ｒの内容  削減効果 頁 

1 ライオン株式会社 
Ban 爽感さっぱりシャ

ワーシート 36 枚 
1 内袋及び外袋のコンパクト化 5.0％削減 1 

2 山崎製パン株式会社 ランチパックシリーズ 1 袋の長さ短く、厚さを薄く削減 

3％軽量化 

年間約 12t 削

減 

1 

3 株式会社 明治 
ガルボポケットパック 

商品群 
1 

包装袋のセンターシール部縮

小 
2.5％減量 2 

4 
クラシエホームプロダクツ

株式会社 

海のうるおい藻シャン

プー、コンディショナ

ー詰め替え 

1 パウチ外形サイズ縮小 
削減量：0.4g 

削減率：4.5％ 
2 

5 森永製菓株式会社 マンナウエファー 1 
個包装フィルム寸法を見直し、

プラフィルム使用量削減 

重量：約 4％削

減 
3 

6 森永製菓株式会社 甘酒 4 袋入り 1 
個包装フィルム材質・寸法を見

直し、プラフィルム使用量削減 

重量：約 13％

削減 
3 

7 株式会社コーセー 

ネイチャー アンド コ

ー ボタニカル クレイ 

ウォッシュ 

1 
形状や包材の構成を見直し、コ

ンパクト化・薄肉化 

削減量：10g 

削減率：約60％ 
4 

8 味の素株式会社 
味の素「味パンダ」瓶

70ℊ 
2 

2 ピースキャップを 1 ピースキ

ャップにし、キャップ重量を削

減。 

キャップ重

量：12％削減 
4 

9 花王株式会社 
リーゼ しっとりジュ

ーシーシャワー 
2 

ボトル形状変更し、減量 

クリアケース廃止 

ボトル樹脂量:

約 17％削減 
5 

10 花王株式会社 
リーゼ プリティア髪

色サプリ 
2 中身が広く見える紙箱とした 

クリアシート

を削減 
5 

11 花王株式会社 

フレグランス ニュー

ビーズジェル スパウ

トパウチ 1.46kg 

2 パウチの高さを最適化し、減量 約 6％ 削減 6 

12 株式会社資生堂 

ツバキ オイルシャン

プー＆コンディショナ

ーセット 

2 
ケース窓枠の樹脂を削除し、樹

脂使用量削減 

削減量（率）：

10.5g(100%) 

CO2 削減量：

21.3t 

6 

13 株式会社資生堂 
ツバキ ヘアウォータ

ー 
2 

栓付きパウチから栓無しパウ

チに変更し、減量 

樹脂量：1.2g

削減 

削減率：15％ 

7 



No 企業名 商品名 
基

準 
３Ｒの内容  削減効果 頁 

14 江崎グリコ株式会社 超細プリッツ 2 
リクローズ用のチャックを無

くし、軽量化 
削減率：8.5％ 7 

15 

ユニリーバ・ジャパン株式

会社 

（日本石鹸工業会） 

ラックス スーパーリ

ッチシャイントリート

メント各種 

3 
包材の材質変更による容器総

重量の削減 

容器総重量を

11％削減 
8 

16 雪印メグミルク株式会社 
ネオソフト 300G 

バター風味 280G 
3 

フタ形状を多段構造とし、軽量

化 

2.35g 減量（約

20%削減） 
8 

17 
森永乳業株式会社 

（大日本印刷株式会社） 

マンゴプリン 3 連 

杏仁豆腐 3 連 
3 

形状や樹脂を最適化し、重量削

減 

削減量：2.5g 

削減率：27.8% 
9 

18 株式会社ニチレイフーズ 
パリッとディッシュ春

巻ほか春巻類 
3 プラフィルム薄肉化 

削減量：約 2.5

㌧／年 
10 

19 株式会社ロッテ ガーナミルク 3 
集積用フィルムの厚みを減ら

し、軽量化 

減量 0.53g/個

(約 23%削減) 
10 

20 株式会社ブルボン 
140ℊチョコチップクッ

キー バター＆ココア 
3 

外装の材質構成を見直し、薄肉

化 

外装厚さ：60

μ→55μ 

削減率：約8.3% 

11 

21 株式会社ブルボン B-20 ガトーレーズン 3 

トレーを薄肉化し、プラスチッ

クの 10％をバイオマス素材使

用 

厚み削減率：約

10% 

CO2削減率：20% 

11 

22 
クラシエホームプロダクツ

株式会社 

いち髪ｼｬﾝﾌﾟｰ、ｺﾝﾃﾞｨｼ

ｮﾅｰ詰め替え 
3 底材からアルミ層を削除 

底材厚みを

15％削減 
12 

23 
クラシエホームプロダクツ

株式会社 

ディアボーテｼｬﾝﾌﾟｰ、

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ詰め替え 
3 底材からアルミ層を削除 

底材厚みを

15％削減 
12 

24 
クラシエホームプロダクツ

株式会社 

海のうるおい藻ｼｬﾝﾌﾟ

ｰ、ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ詰め替え 
3 パウチ外形サイズ縮小 0.4ｇ減量 2 

25 株式会社コーセー 

ネイチャー アンド コ

ー ボタニカル クレイ 

ウォッシュ 

3 
形状や包材の構成を見直し、コ

ンパクト化・薄肉化 

削減量：10g 

削減率：約60％ 
4 

26 森永製菓株式会社 
ムーンライトソフトケ

ーキ 
3 

個包装フィルム材質を見直し、

プラフィルム使用量削減 

重量：約 10％

削減 
13 

27 森永製菓株式会社 
ウイダーin ゼリー エ

ネルギーイン 
3 

包装材料に水蒸気・酸素等を完

全に遮断する材料を選定し、パ

ウチ全体を薄肉化 

賞味期限： 

10 ヶ月から 12

ヶ月に延長 

13 

28 森永製菓株式会社 甘酒 4 袋入り 3 
個包装フィルム材質・寸法を見

直し、プラフィルム使用量削減 

重量：約 13％

削減 
3 

       



No 企業名 商品名 
基

準 
３Ｒの内容 削減効果 頁 

29 

サントリーMONOZUKURIエキ

スパート株式会社

（一般社団法人全国清涼飲

料連合会） 

サントリー天然水ブラ

ンド
3 

ペットボトル樹脂キャップに

植物由来原料使用及び軽量化 

石油由来原料

削減率：約 35% 

CO2 削減率：約

27% 

14 

30 花王株式会社 
キュキュット大型詰め

替え（7 回分）ボトル 
4 

ボトルにバイオマスＰＥをブ

レンドし、LCCO2 排出量を削減

LCCO2 排出量：

25％削減 
14 

31 
クラシエホームプロダクツ

株式会社 

肌美精ターニングケア

化粧水 
4 詰め替え用パウチで削減 85％削減 15 

32 
クラシエホームプロダクツ

株式会社 

ミュオボディーソー

プ・洗顔料 
4 詰め替え用パウチで削減 80～90％削減 15 

33 
株式会社 日清製粉グルー

プ本社 

クッキングフラワー®

詰め替え 
4 詰め替えによる省資源に貢献 

重量削減率 

94％ 
16 

34 花王株式会社 
キュキュットＣＬＥＡ

Ｒ泡スプレー 
5 

トリガーの付け替えで使用量

削減 

使用量：23％削

減 
16 

35 リスパック株式会社

握り寿司 10 貫用容器 

（旬盛 2-5Ｂ らいう

ん） 

7 複合材質化 
本体重量 約

49％軽量化 
17 

36 ライオン株式会社
Ban 汗ブロックスティ

ックプレミアムラベル 
8 再生 PET 樹脂使用 

再生 PET 使用

率：100％ 
17 

37 花王株式会社 

メリットピュアン シ

ャンプー／コンディシ

ョナー 

8 

ボトルに再生ＰＥＴをブレン

ドし、 

ＬＣＣＯ2 排出量を削減 

ＬＣＣＯ2：約

1％削減 
18 

38 花王株式会社 
エッセンシャルスマー

トスタイル
8 

ボトルに再生ＰＥＴをブレン

ドし、 

ＬＣＣＯ2 排出量を削減 

ＬＣＣＯ2：約

1％削減 
18 

39 花王株式会社 
クイックルワイパー

ウエットシート
8 

フィルムに再生ＰＥＴを採用

アルミナ蒸着フィルムを採用

ＬＣＣＯ2削減

率：53.2％ 
19 

40 

味の素 AGF 株式会社 

（一般社団法人全国清涼飲

料連合会） 

「ブレンディ」ボトル

コーヒー900ml 4 品
8 

再生耐熱ＰＥＴ樹脂を 100％使

用 

石油資源使用

量を年間約

2,000㌧（概算）

削減 

19 

41 

株式会社セブン＆アイ・ホ

ールディングス 

(凸版印刷株式会社） 

セブンプレミアム フ

リーズドライ にゅう

めん 

8 

ＰＥＴボトル再生樹脂８０％

のメカニカルリサイクルＰＥ

Ｔフィルムを採用したパウチ 

従来の石油由

来のＰＥＴフ

ィルムに比べ、

Ｃ０２の排出

量をおよそ

24％削減。 

20 



No 企業名 商品名 
基

準 
３Ｒの内容 削減効果 頁 

42 

株式会社セブン＆アイ・ホ

ールディングス 

(凸版印刷株式会社） 

セブンプレミアムライ

フスタイル ボディソ

ープ詰替 380ml 

8 

ＰＥＴボトル再生樹脂８０％

のメカニカルリサイクルＰＥ

Ｔフィルムを採用したスタン

ディングパウチ 

従来の石油由

来のＰＥＴフ

ィルムに比べ、

Ｃ０２の排出

量をおよそ

24％削減。 

20 

43 
日本生活協同組合連合会 

(凸版印刷株式会社） 

＜レインフォレスト＞

スペシャルブレンド

レギュラーコーヒー

250ℊ 

8 

ＰＥＴボトル再生樹脂８０％

のメカニカルリサイクルＰＥ

Ｔフィルムを採用したパウチ 

従来の石油由

来のＰＥＴフ

ィルムに比べ、

Ｃ０２の排出

量をおよそ２

４％削減。 

21 

44 株式会社コーセー 

コスメデコルテ モイ

スチュア リポソーム

(40mL) 

9 
ボトルをガラスからプラスチ

ックに変更し、分別性向上 

リサイクル適

性向上 
22 

45 味の素株式会社 「ほんだし」60ℊ瓶 11 
突起をキャップの内側に付与

し、気密性を向上。 

商品開封後の

品質劣化を抑

制 

22 

46 味の素株式会社 鍋キューブ 11 1 人前ずつ個包装化 
食べ残しによ

るロスを減少 
23 

47 味の素株式会社 
アミノバイタル ＧＯ

ＬＤ 
11 

スティックの角に丸み付け、流

通時での商品破損防止 

破損を軽減し、

ロス削減
23 

48 株式会社ブルボン B-20 ガトーレーズン 11 

トレーを薄肉化し、プラスチッ

クの 10％をバイオマス素材使

用 

厚み削減率：約

10% 

CO2削減率：20% 

11 

49 キユーピー株式会社 キユーピーハーフ 11 
酸素バリア層の間に酸素吸収

層を挟み、賞味期限を延長 

賞味期限： 

７ヶ月から 12

ヶ月に延長 

24 

50 山崎製パン株式会社 
里見の郷、桃山等の焼

き菓子 
11 高密封性ガスバリア包材使用 

賞味期限を 35

日間延長 
24 

51 

サントリーMONOZUKURIエキ

スパート株式会社

（一般社団法人全国清涼飲

料連合会） 

サントリー天然水ブラ

ンド
11 

ペットボトル樹脂キャップに

植物由来原料使用及び軽量化 

石油由来原料

削減率：約 35% 

CO2 削減率：約

27% 

14 

52 森永製菓株式会社 
甘酒４袋入・おしるこ

４袋入り（ＦＤ） 
11 

包装材料に水蒸気・酸素等を完

全に遮断する材料を選定し、接

着強度を向上 

賞味期限： 

12 ヶ月から 24

ヶ月に延長 

25 



 

No 企業名 商品名 
基

準 
３Ｒの内容  削減効果 頁 

53 森永製菓株式会社 
ウイダーin ゼリー エ

ネルギーイン 
11 

包装材料に水蒸気・酸素等を完

全に遮断する材料を選定し、パ

ウチ全体を薄肉化 

賞味期限： 

10 ヶ月から 12

ヶ月に延長 

13 

54 花王株式会社 
セグレタ 1 本で仕上

がるシャンプー 
11 

ボトルにバイオマスＰＥをブ

レンドし、ＬＣＣＯ2 排出量を

削減 

ＬＣＣＯ2：約

8％削減 
26 

55 花王株式会社 
キュキュット大型詰め

替え（7 回分）ボトル 
11 

ボトルにバイオマスＰＥを

35％添加 

CO2排出量 25％

削減 

年間 CO2：約

425ｔ 削減 

14 

56 花王株式会社 
リーゼ しっとりジュ

ーシーシャワー 
11 ボトル形状変更し、減量 

ボトル樹脂量:

約 17％削減 
5 

57 花王株式会社 ニベアリップ（６種） 11 
ブリスターカバーをシュリン

クラベルに変更し、使用量削減 

使用量：約70％

削減 

ＬＣＣＯ2：約

69％削減 

26 

58 花王株式会社 
クイックルワイパー 

ウエットシート 
11 

フィルムに再生ＰＥＴを採用 

アルミナ蒸着フィルムを採用 

ＬＣＣＯ2削減

率：53.2％ 
19 

59 花王株式会社 

メリットピュアン シ

ャンプー／コンディシ

ョナー 

12 
樹脂量の少ないポンプディス

ペンサーに変更し、減量 

使用量：約20％

削減 

ＬＣＣＯ2：約

20％削減 

27 

60 山崎製パン株式会社 スペシャルパリジャン 12 複合素材を単一素材に変更 
包装重量年間

約 13t 削減 
27 



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Ban 爽感さっぱりシャワーシート 36枚

内容物（メッシュシート）の改良に併せ、内袋及び外袋の製品厚
み（奥行き寸法）を見直しし、プラスチック使用量を削減した。

個装１個あたりのプラスチック使用量を5%削減

個装の厚みを減らしたことで段ボールの高さも低
減し、１箱当りの段ボール使用量を30%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】

山崎製パン株式会社ランチパックシリーズ

ランチパックシリーズでは、段階的に袋の見直しを実施しています。
①平成23年 袋の長さを短くし、
②平成26年 袋の厚みを薄くしました。
③今年度（平成28年）は袋の強度を維持しつつ、装の幅を見直しました。（幅
を短くした）

容器包装重量約３％軽量化、プラスチック
資源使用量年間約１２ｔ削減につながった。

袋のつなぎめ部分を

１０ｍｍ短くしました。

製品の裏側※縮尺はイメージ

グレーの部分（つなぎめ

部分）を短くしました

※縮尺はイメージです

1



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 明治ガルボポケットパック商品群

包装袋のセンターシール部について
１２．５→１０．０ｍｍに縮寸変更。

巻取りフィルムの幅を縮寸する事で
約２．５％の減量化

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】

クラシエホームプロダクツ株式会社海のうるおい藻シャンプー、コンディショナー

パウチ外形サイズと層構成を見直した
面積： 4.5％削減
層構成削減率： 約5％減

容器プラスチック重量削減
パウチ重量 ▲0.4ｇ減（▲4.5％減）

改良前

改良後

外形上は微改装

150mm

２
０
５m

m

130mm

２
３
０m

m

１２．５ｍｍ １０．０ｍｍ
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容器包装のコンパクト化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

森永製菓株式会社マンナウエファー

個包装フィルム寸法を見直し、プラスチックフィルム使用量を削減 重量：約4％削減

容器包装のコンパクト化、薄肉化３Ｒ改善項目

森永製菓株式会社甘酒４袋入り

【効果】【事例の説明】

個装フィルム材質・寸法を見直し、プラスチックフィルム使用量を
削減

重量：約13％削減

3



容器包装のコンパクト化、薄肉化３Ｒ改善項目

株式会社コーセー
ネイチャー アンド コー

ボタニカル クレイ ウォッシュ

【効果】【事例の説明】

容器の強度を落とすことなく、形状や包材の構成を見直し、コン
パクト化・薄肉化を図った。

容器を 16.5g→ 6.5g、約60％削減

改良前

改良後

チューブ容器（120ｇ）＆ワンタッチキャップ
プラスチック 16.5g

袋状容器（120ｇ）＆ローションキャップ
プラスチック 6.5g

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

味の素株式会社「味の素®」「アジパンダ®」瓶70g

【効果】【事例の説明】
2ピースキャップを1ピースキャップにし、キャップの重量を
削減した。

ｷｬｯﾌﾟ重量 １２％軽量化

改良前

改良後

4



容器包装の簡略化、環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

花王株式会社リーゼしっとりジューシーシャワー

ボトル形状変更により、プラスチック重量を削減。

クリアケース廃止

ボトル樹脂量 約１７％削減
クリアケース 廃止

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】

花王株式会社リーゼ プリティア髪色サプリ

中身が広く見える紙箱

通常クリアシート（プラ）を貼るが、チューブを上下から挟むことでクリ
アシートなしで中身がよく見え、店頭で見栄えのよい紙箱を実現

クリアシートを削減

5



容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

花王株式会社
フレグランスニュービーズジェル

スパウトパウチ 1.46 kg
【効果】【事例の説明】

内容量は変えずにスタンディングパウチの高さを最適化したことで、
パウチ胴部の樹脂量を抑制した。

パウチ高さ縮小にあわせ、外装高さも縮小したため、パレット積載効
率が50%改善した

＜樹脂削減率＞
約6%削減

340 mm
315 mm

改良前 改良後

容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

株式会社資生堂
TSUBAKI オイルエクストラスムースダメージケア
シャンプー＆コンディショナーペアセット他2品

【効果】【事例の説明】

ﾂﾊﾞｷｼｬﾝﾌﾟｰ＆ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰのｾｯﾄｹｰｽの窓枠のPP樹脂を削除
する事により、使用樹脂量を削減。

樹脂削減量（率）： 10.5g (100%)
Co2削減量： 21.3ｔ

改良前

改良後

6



容器包装の簡略化３Ｒ改善項目

株式会社資生堂ﾂﾊﾞｷ ﾍｱｳｫｰﾀｰ

【効果】【事例の説明】

ﾊﾟｳﾁ形態を栓付きﾊﾟｳﾁから栓無しﾊﾟｳﾁに変更 樹脂削減量（率）：1.2g（15％削減）
（変更前；7.8g 変更後：6.6g）

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】

江崎グリコ株式会社超細プリッツ

リクローズ用のチャックをなくし、軽量化した。
従来品重量 4.95g/枚

↓
変更品重量 4.53g/枚（8.5％削減）

改良前

改良後
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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
ネオソフト ３００Ｇ

ネオソフト コクのあるバター風味 ２８０Ｇ 他

家庭用マーガリン大容量タイプのフタの形状を多段構造にするこ
とにより、強度を維持したまま、軽量化を図る。

樹脂の使用量を2.35g削減（約20%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】

ユニリーバ・ジャパン株式会社
（日本石鹸洗剤工業会）

ラックス スーパーリッチシャイン
トリートメント 各種

包材の材質変更により、容器の強度を落とさず、また、外観の大
幅な変更を行うことなく、容器総重量の削減を図った。

改良前より、容器総重量を11%削減した。

改良前

改良後

8



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

森永乳業株式会社
（大日本印刷株式会社）

コクと香りのとろけるマンゴプリン ３連
コクと香りのとろける杏仁豆腐 ３連

容器の基本物性を保持し
形状や樹脂を最適化することで
重量削減を達成。

容器重量の削減
削減量 2.5g（9g → 6.5g）
削減率 27.8％

9



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

株式会社ニチレイフーズパリッとディッシュ春巻ほか春巻類

プラフィルムを薄くしたことによる重量削減 約2.5トン/年削減

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

株式会社ロッテガーナミルク

【効果】【事例の説明】

集積用フィルムの厚みを
減らすことで軽量化を実現

減量化：０.５３ｇ/個
（約２３％削減）
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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】

株式会社ブルボンB-20 ガトーレーズン

トレーの強度を維持しながら、材質の厚みを見直し、薄肉化をは
かると同時に、プラスチックの１０％をさとうきび由来のバイオマス
素材を使用した原料に切替た。

トレーの厚みを0.20μから0.18μへ変更して
0.02μ（約10％）薄くし、さらに、バイオマス
素材が10％含まれるプラスチックへ変更し
たことで、合わせて20％のCO2削減を達成。

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140gチョコチップクッキー バター＆ココア

外装の材質構成を見直しして薄肉化を図った。
外装の材質を６０μから５５μに
変更し、５μ（約８．３％）薄くした。

11



容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

クラシエホームプロダクツ株式会社いち髪シャンプー、コンディショナー詰替

【効果】【事例の説明】

底材からアルミ層を削除
底材厚みを15％削減

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

クラシエホームプロダクツ株式会社ディアボーテシャンプー、コンディショナー詰替

【効果】【事例の説明】

底材からアルミ層を削除
底材厚みを15％削減

外形上は変更なし

外形上は変更なし
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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】

森永製菓株式会社ウィダーinゼリー エネルギーイン

包装材料に、水蒸気・酸素等を完全に遮断する材料を選定し、
キャップ・ストロー形状を改善し、開封部の密着性を向上させ、パ
ウチ全体を薄肉化（ＡＬ箔、ＬＬＤＰＥ）しながらも、強靭なフィルム
に改良し、衝撃への耐久性を向上させた。

賞味期限を１０ヶ月から１２ヶ月に延長
（２０１４年３月から）

容器包装の薄肉化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

森永製菓株式会社ムーンライトソフトケーキ

個包装フィルム材質を見直し、プラスチックフィルム使用量を削減 重量：約10％削減

13



容器包装の薄肉化、環境配慮設計３Ｒ改善項目

サントリーMONOZUKURI
エキスパート株式会社

（一般社団法人全国清涼飲料連合会）
サントリー天然水ブランド

【効果】【事例の説明】
飲料用ペットボトルの樹脂キャップで
①世界で初めて植物由来原料を30%使用
②2.05gから国産最軽量となる1.85gへ約10％軽量化
を実現。

植物由来原料使用および軽量化により、
石油由来原料の使用量を約35％削減し、
CO2排出量を約27％削減することが可能
となる。

詰め替え、環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

花王株式会社キュキュット大型詰替え（7回分）ボトル

成形性、物性、内容液適性を落とすことなく、キュキュット大型詰
替え（7回分）ボトルにバイオポリエチレンをブレンドし、LCCO2排
出量を削減した。

バイオポリエチレンを混ぜることで、ボト
ルのLCCO2排出量を25％削減した。
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・本体ボトルに詰め替えて使用することで、
使用プラスチック量を削減
・本体ボトルに比べて85％削減。

詰め替え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肌美精ターニングケア化粧水

詰替用を出すことにより使用プラスチック量を削減

詰め替え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ミュオボディソープ・洗顔料

詰替用を出すことにより使用プラスチック量を削減
本体ボトルに比べて、
液体ボディソープ87％削減、泡ボディソープ
90％削減、泡の洗顔料80％削減

本体ボトル 詰替パウチ

本体ボトル 詰替パウチ

15



詰め替え３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

株式会社 日清製粉グループ本社日清 クッキングフラワー® 等ボトルシリーズ

クッキングフラワー®はボトルタイプの容器で使用しますが、詰め
替え用を利用できるため、省資源に貢献できます。

クッキングフラワー®
重量削減率（詰め替え用１回利用）
重量ベース９４％削減

日清 クッキングフラワー®（左：本体、右：詰め替え用）

日清 いろいろ作れるから揚げ粉（左：本体、右：詰め替え用）

日清 サク揚げ天ぷら粉（左：本体、右：詰め替え用）

日清 小麦粉・卵いらず

ラク揚げパン粉（左：本体、右：詰め替え用）

付け替え３Ｒ改善項目

花王株式会社キュキュットＣＬＥＡＲ泡スプレー

付け替え

【効果】【事例の説明】
トリガーを新しいボトルに付け替えることで、

トリガーの付替え再利用による樹脂を削減すると共に、市販され
ている食器用洗剤との詰め間違い防止を図った。

プラスチック使用量：23%削減

改良前

改良後
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改良前

改良後

複合材質化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

リスパック株式会社握り寿司１０貫用容器（旬盛２－５Ｂ らいうん）

握り寿司１０貫を入れる容器本体の素材変更及び強度・見栄え
の変更による握り１０貫用容器へ新作変更を行った。

本体重量 19ｇ⇒9.7ｇ
約４９％の軽量化

従来品 改良品

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Ban 汗ブロックスティックプレミアムラベル

製品のブリスタードームにＰＥＴボトル等を粉砕～フレーク～ペ
レット化した再生ＰＥＴ樹脂を使用した。 ブリスタードームの再生PET使用率：100%
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再生プラスチックの使用、その他特性３Ｒ改善項目

花王株式会社メリットピュアン シャンプー/コンディショナー

【効果】【事例の説明】

ボトルに再生PETをブレンドし、LCCO2排出量を削減 LCCO2 約1％削減

シャンプー コンディショナー

再生プラスチックの使用３Ｒ改善項目

花王株式会社エッセンシャルスマートスタイル

【効果】【事例の説明】

ボトルに再生PETをブレンドし、LCCO2排出量を削減 LCCO2 約1％削減
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再生プラスチックの利用、環境配慮設計３Ｒ改善項目

花王株式会社クイックルワイパー ウエットシート

【効果】【事例の説明】

フィルムに再生ＰＥＴを採用
アルミナ蒸着フィルムを採用

ＬＣＣＯ２削減率 ５３．２％

再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

味の素AGF株式会社
（一般社団法人全国清涼飲料連合会）

「ブレンディ®」ボトルコーヒー９００ｍｌ ４品

【効果】【事例の説明】
ペットボトルの「ケミカルリサイクル」技術の開発により、2016年春
期より、主力ボトルコーヒー商品に再生耐熱PET樹脂を100％使

用したペットボトルを導入し、石油由来の原料資源を使用しない
「完全循環型リサイクル」を実現。

原料として年間約2,000トン相当（概算）の
石油資源使用量を削減。

19



再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

株式会社セブン＆アイ・
ホールディングス

（凸版印刷株式会社）

セブンプレミアム
フリーズドライ にゅうめん

【効果】【事例の説明】

ＰＥＴボトル再生樹脂８０％のメカニカルリサイクルＰＥＴフィルムを
採用したパウチ

従来の石油由来のＰＥＴフィルムに比べ、
Ｃ０２の排出量をおよそ２４％削減

再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

株式会社セブン＆アイ・
ホールディングス

（凸版印刷株式会社）

セブンプレミアムライフスタイル
ボディソープ詰替 ３８０ｍｌ

【効果】【事例の説明】

ＰＥＴボトル再生樹脂８０％のメカニカルリサイクルＰＥＴフィルムを
採用したスタンディングパウチ

従来の石油由来のＰＥＴフィルムに比べ、
Ｃ０２の排出量をおよそ２４％削減

すまし柚子 鶏だんご

シトラスヴァーベナ
の香り

フローラルローズ
の香り
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再生プラスチックの利用３Ｒ改善項目

日本生活協同組合連合会
（凸版印刷株式会社）

＜レインフォレスト＞スペシャルブレンド
レギュラーコーヒー ２５０ｇ

【効果】【事例の説明】

ＰＥＴボトル再生樹脂８０％のメカニカルリサイクルＰＥＴフィルムを
採用したパウチ

従来の石油由来のＰＥＴフィルムに比べ、
Ｃ０２の排出量をおよそ２４％削減
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易分別性容器包装３Ｒ改善項目

株式会社コーセーコスメデコルテ モイスチュア リポソーム（40mL）

【効果】【事例の説明】
強度やデザイン性を損なうことなく、ボトル容器をガラスからプラス
チックへ変更し、ボトル、キャップ、ポンプ全てをプラスチック素材に
することで、キャップを取るなどの面倒な容器の分解等をすることなく、
リサイクルが可能となった。

リサイクル適性向上

改良前

改良後

ガラス容器 プラスチック容器

環境配慮設計３Ｒ改善項目

味の素株式会社「ほんだし®」60g瓶

【効果】【事例の説明】
容器の天面部と側面部を密封させるためのリブ(突起)を
キャップの内側に付与し気密性を向上。

・商品開封後の品質劣化を抑制
・密閉キャップで固結防止
・香り長持ち

改良前

改良後
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環境配慮設計３Ｒ改善項目

味の素株式会社鍋キューブ®

【効果】【事例の説明】
キューブ状の鍋つゆの素を開発し、１人前（キューブ１個）ずつ個
包装化。

一人前が一個のキューブなので、
一人鍋から大人数の鍋まで、作る量を調整
することができ、食べ残しによる家庭で発生
するロスを減少。

環境配慮設計３Ｒ改善項目

味の素株式会社アミノバイタル® GOLDアミノバイタル® GOLD

【事例の説明】 【効果】

商品の個包装であるスティックについては、これまで包材の⾓が
尖っていることから、スティック同⼠の突き刺しにより、流通時など
において商品が破損。
スティックの角に丸みをつけるように製造ラインを改善。

スティック同⼠の突き刺しによる破損、損
傷を軽減しロス削減を実現。
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環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

山崎製パン株式会社里見の郷、桃山等の焼き菓子

密封性の高いガスバリア包材と脱酸素剤を使用することにより、
製品内部を脱酸素状態（酸素濃度0.1％以下）とすることにより、
賞味期限を延長させました。

おいしさと鮮度が保たれ、賞味期限を３５
日間延長することができた。

改良前

改良後

従来の商品のイメージ図：

脱酸素剤なし、図のようにプラス

チック製の包装紙で製品を包装。

改良後の商品のイメージ図：

脱酸素剤を入れ、より密封度の高いガス
バリア包材を採用した（赤い部分は熱で
密着させている）。

改良製品の一例

環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

キユーピー株式会社キユーピーハーフ

これまでの容器包装の改善に加え、「食品製造段階の改善」により賞味期間
の延長を実現。
【容器包装の改善】酸素バリア層の間に酸素吸収層を挟み込んだ多層構造
によって、外部から透過するわずかな酸素も吸収する高い酸素バリア性をも
つ「酸素吸収ボトル」を採用（平成17年度）。
【食品製造段階での改善】配合変更により、品位向上（平成28年度）。

容器包装の改善と製造段階の改善の組
合わせにより、賞味期間を発売当初の7ヵ
月から12ヵ月に延長できた。

改良前

改良後
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環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

森永製菓株式会社甘酒４袋入・おしるこ４袋入（FD）

包装材料に、水蒸気・酸素等を完全に遮断する材料を選定し、熱
接着部フィルムの接着強度を向上に、水蒸気・酸素等を完全

包装機での密封度を安定監理することと
合わせて、賞味期限を１２ヶ月から２４ヶ月
に延長（２０１７年８月から）
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環境配慮設計３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

花王株式会社セグレタ １本で仕上がるシャンプー

ボトルにバイオPEをブレンドし、LCCO2排出量を削減 LCCO2 約 8％削減

環境配慮設計３Ｒ改善項目

花王株式会社ニベアリップ（６種）

【効果】【事例の説明】
ニベアリップの包装を、板紙又はＰＰ台紙と真空成型トレーで
構成されるブリスターカバーから板紙とシュリンクラベルで構
成されるシュリンク台紙へ変更した。

プラスチック使用量を約７０％削減
ＬＣＣＯ２排出量を約６９％削減

改良前

改良後

対象製品
①モイスチャーリップ（ベーシック３品、ウォータータイプ２品）
②ディープモイスチャー（３品）
③ブライトアップ（４品）
④デリシャスドロップ（２品） 合計１３品

台紙 台紙

ブリスターカバー

シュリンクラベル
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その他特性：使用量削減３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

花王株式会社メリットピュアンシャンプー/コンディショナー

改良新発売時に樹脂量の少ないポンプディスペンサーへ変更。
なお、上記重量はディップチューブを含まない重量。

プラスチック重量：約 20％削減
LCCO2：約 20％削減

その他特性：単一素材化３Ｒ改善項目

【効果】【事例の説明】

山崎製パン株式会社スペシャルパリジャン

従来、紙とプラスチックの複合素材だった容器包装を、プラスチッ
クのみの単一素材化に変更しました。

単一素材化によりリサイクルの効率が向
上し、さらに容器包装重量を年間約１３ｔ
削減することができた。

改良前

改良後

従来の容器包装：

紙とプラスチックの複合素材。環境

ラベルは紙製容器包装マークを表示。

改良後の容器包装：

プラスチック単一素材。

プラスチック単一素材

斜線部分が紙とプラス

チックの複合素材

全てプラスチックの単一素材

パリジャン
パリジャン

改良前

改良後

旧仕様 新仕様

ポンプ拡大図 ポンプ拡大図
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