紙製容器包装3Rの取組み

（2018〜2020年度改善事例より）
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紙製容器包装の軽量化

リデュース

紙材質の軽量化
（株）ロッテ
｢パイの実｣（2020年度）
パイの実カートンの坪量ダウン実施。310g/㎡ → 270g/㎡

効果

310g/㎡

約13％程度の紙使用量ダウン

270g/㎡

※見た目は変わらないですが、紙の重量は減っております。

（株）明治
｢うずまきソフト｣（2020年度）
紙器箱の坪量を削減した。 （350g/㎡→310g/㎡）
紙使用量を約11％削減

効果

江崎グリコ（株）
｢GABA/LIBERA スタンドパウチ｣（2020年度）
ボール箱に使用する
原紙の斤量を310g/㎡
から270g/㎡に変更す
る事で、包材使用量を
削減。

効果

製品写真

包材写真

▲0.84g/枚 （年間削減量：▲約4,500kg）

森永製菓（株）
「ハイチュウ」（2019年度）

①菓子を直接包む個包装紙の寸法を見直して、
使用量を減らした。
②内装の紙トレイを見直して、強度や利便性を
維持しながら板紙を薄くした。
効果

①個包装紙の使用量を、約4％削減
②板紙の坪量を、約8％削減

（株）明治
「ガルボポケットパック」（2019年度）
集積外装箱の用紙坪量を
350→310g/㎡に変更。

効果

約10％の軽量化を図り、年間30tの削減

① 個包装紙

② 内装紙トレイ

紙製容器包装の軽量化

リデュース

紙材質の軽量化
（株）ロッテ
「カルピス®アイスバー」（2018年度）
紙箱の坪量減。
紙（コートボール）の坪量を350g/㎡⇒310g/㎡に薄肉化した。
効果

紙（コートボール）を約11％削減

薄肉化

「カルピス® 」「CALPIS ® 」は、アサヒ飲料（株）の登録商標です。

（株）ブルボン
｢スローバーシリーズ｣（2018年度）

外箱の用紙坪量（g/㎡）のゲージダウンで、使用量を削減
した。
効果

外箱を坪量換算で約11％削減

外箱展開写真

商品画像

山崎製パン（株）
「北海道チーズ蒸しケーキ｣（2018年度）
「北海道チーズ蒸しケーキ」に使用する紙製のカップを
薄肉化し、年間約4トンの紙資源使用量の削減につな
がりました。

紙製カップ
効果

年間約4ﾄﾝの紙資源を削減

紙製カップの厚さを見直し、紙資源使用量を削減しました

山崎製パン（株）
｢大福」類、｢ロールちゃん｣シリーズ（2018年度）
「大福」類の台紙を約27％、
「ロールちゃん」シリーズで
使用する台紙を約3％薄肉
化しました。これにより年間
約10トンの紙資源削減につ
ながりました。

製品一例
台紙

台紙

紙製台紙の厚さを見直し、紙資源使用量を削減しました
効果

年間約10ﾄﾝの紙資源を削減

フラップの縮小・ブランクの縮小
大塚製薬（株）
｢ポカリスエット イオンウォーター500ml
ショートフラップ化｣（2020年度）
環境負荷軽減への貢献を目的に段ボール短側面フラッ
プの面積を縮小した外装箱（ショートフラップ箱）を導入。
効果

現使用と比較して、原紙使用量を30g(9％)削減
外装ケース重量 310g ⇒ 280g

紙製容器包装の軽量化・小型化（減容化）

リデュース

フラップの縮小・ブランクの縮小
森永乳業（株）

「森永の焼プリン」（2019年度）
ラベルシールの横幅を狭くすることで、用紙使用量を削
減した。
効果

改
善
後

改
善
前

ラベルシール原紙を18.8％削減した

森永乳業（株）

こ
の
部
分
の
幅
を
狭
く
し
た
。

「ビヒダスヨーグルト４ポット｣（2019年度）
輸送用ダンボールの形状を見直し、原紙使用量を削減
した。
効果

原紙使用量を8％削減した（年間172ﾄﾝ相当）

容器サイズの縮小
（株）ロッテ
｢ガーナエクセレント」（2019年度）

紙箱の小型化
商品設計を見直す際に、紙箱の幅を短縮し、入数当り
の紙の使用量削減を実現しました。
効果

寸法幅12mm縮小 → 入数当り紙重量5.5％削減

12mm縮小

森永製菓（株）
｢32gハイチュウ」（2019年度）
パウチを収納する化粧箱を、ペントルーフ型（切妻型屋根）
にして、空間効率を高めると同時に、紙使用量を削減。
効果

従来の化粧箱と比較して、板紙の表面積を21.4％
減らした
段ボールケースの容積も、31.1％減容化

花王（株）

高
さ
を
縮
小

｢アタック高活性バイオEX 1.0ｋｇ」（2018年度）
カートン高さを縮小し、環境負荷の低減を図った。

効果

原紙重量で１個当たり5.9％削減

改良前

改良後

紙製容器包装の小型化（減容化）

リデュース

容器サイズの縮小
（株）バンダイ

従来品

｢変身マントシリーズ」
（2018年度）

台紙サイズ
H540×W282mm
（きいろ枠部分）

①従来品に比較して商品を小
さく折り畳むことで、梱包に使
用される台紙を削減した。
②紙タグを廃止した。

リニューアル品
台紙サイズ
H373×W201mm
（きいろ枠部分）

紙タグサイズ
H101×W81mm
（みどり枠部分）

紙タグは廃止

紙タグ
《オモテ》

《ウラ》

台紙
効果

使用されるパッケージ
の紙資源を1個あたり
約58g、約181,000㎟
削減

台紙

ⓒ2016 テレビ朝日・東映AG・東映

ⓒ2017 テレビ朝日・東映AG・東映

包装形態・形状の改善
守山乳業（株）
推薦会員 ：大日本印刷（株）
｢喫茶店の味ココア1000g｣（2020年度）
｢喫茶店の味ロイヤルミルクティー1000g｣
｢喫茶店の味オーガニック珈琲1000g｣
｢喫茶店の味オーガニック紅茶1000g｣
容器の形状を従来の屋根型から変更することで、原紙坪量
及び樹脂量等を削減。
原紙にFSC®森林認証紙を採用しロゴマークを表示した。
効果

従来容器に比べ、容器１個当たり（注ぎ口部を除く）の重量を約30％削減
森永製菓（株）
「大粒ラムネ｣（2020年度）

パウチの詰め方を2列5並びから1列10並びに変更して
化粧箱を減容化。

効果

化粧箱の板紙の使用量を9％削減
森永製菓（株）
「７粒ハイチュウ｣（2020年度）

内装の詰め方を
3列2並2段から
2列2並3段に変更
して、段ボール
ケースを減容化。
効果

段ボールと中仕切りの使用量を21％削減し、
パレットの積み付け容積率も11％改善

ＦＳＣ®ロゴマーク
表示部

紙製容器包装の小型化（減容化）・簡素化

リデュース

包装形態・形状の改善
よつ葉乳業（株）
「特選よつ葉牛乳 ２００ｍｌ」（2018年度）

紙カートン坪量ゲージダウンおよび形態変更（ゲーブル
→ブリック）により、減量化を図った。
効果

カートン重量で約40％の減量化

改良後

改良前

部材の削減
紙箱

花王（株）

シュリンク台紙

「ビオレＺ全身用スプレー｣（2020年度）
改良前

2次包装を紙箱からシュリンク台紙に変更。
効果

改良後

2次包装の紙使用量削減率：約51％減
2次包装のLCCO2削減率：約20％減
よつ葉乳業（株）

「よつ葉 北海道十勝100なめらかクリームチーズ100g｣
（2020年度）

旧:よつ葉 北海道十勝100
クリームチーズ 150g

新:よつ葉 北海道十勝100
なめらかクリームチーズ100g

従来、外装に紙箱を使用していたが、リニューアルを行
い紙外箱使用を止めた。
効果

削減量 約700kg/年
旧:よつ葉 北海道十勝100
チーズスブレット 150g

よつ葉乳業（株）
「よつ葉 北海道十勝100 パンにぬって楽しむチーズ
ペースト カマンベールチーズ入り100g｣（2020年度）

新:よつ葉 北海道十勝100
パンにぬって楽しむチーズ
ペースト
カマンベールチーズ入り100g

従来、外装に紙箱を使用していたが、リニューアルを行
い紙外箱使用を止めた。
効果

削減量 約500kg/年
（株）バンダイ

商品画像

「プリキュアオールスターズ
あったかおやすみセット１９ＡＷ｣（2020年度）

紙袋を廃止し、繰り返し使える洗濯ネットに。
紙の使用量を１商品あたり104.1g削減
■パッケージ■
従来品：紙袋

パッケージに使用していた紙袋をくり返し使え
る洗濯ネットに変更したことで、包装材に使わ
れる紙の使用量を削減した。

効果

パッケージに使われていた紙の削減量
約104.1g、約408,000㎟削減／１商品
あたり

削
減
量

©ABC-A・東映アニメーション

新商品：洗濯ネット

パッケージ表面積：W450㎜×H330×D100㎜⇒408,000㎟
パッケージ重量（紙）：104.1ｇ 削減/１商品あたり

紙製容器包装の簡素化

リデュース

部材の削減
取扱説明書を一部Ｗｅｂ化し、紙の使用量を１商品あたり3.8ｇ削減

（株）バンダイ
「デジモンペンデュラムＺ」（2020年度）

商品画像

取扱説明書の一部をＷｅｂ化することで、
商品に同梱する取扱説明書の紙の使用
量を削減した。
取扱説明書に使われていた紙の
削減量約3.8ｇ、約45,150㎟削減/
１商品あたり

効果

■取扱説明書■

新商品 ： 約Ｂ５サイズ １枚

従来品 ：
３２Ｐ冊子型

オモテ

©BANDAI
使
用
量

計32Pの冊子型（4C印刷）：
135㎜×70㎜×8枚=75,600㎟
重量 5.9ｇ

味の素（株）
｢ほんだし®｣等 スティック7本入り 5品種
｢中華あじ®｣等 スティック5本入り 3品種（2020年度）

削
減
量

【改善前】「ほんだし®」等5品種
4中箱を外箱に入れていた

ウラ

約 B5サイズ（1C印刷）：
145㎜×210㎜=30,450㎟
重量 2.1ｇ 3.8 g削減/1商品あたり

【改善後】
◆4箱をシュリンク掛け

中箱を廃止し、段ボールに製品を直接入れ、
「ほんだし®」等5品種は、4箱を、「中華あじ®」等3品種
は、8箱をシュリンク掛けする仕様に変更。
効果

上記改善により、紙使用量を61t/年
削減（33％減）した

花王（株）

改良前

改良後

ＰＣ
内寸：Ｌ320×Ｗ219×Ｈ202
外寸：Ｌ328×Ｗ227×Ｈ216

ＰＣ
内寸：Ｌ320×Ｗ219×Ｈ174
外寸：Ｌ328×Ｗ227×Ｈ188

「キュレルオイルメイク落とし 150ml」（2020年度）
従来品と比較して、ＰＯＰ削除に伴い段ボール
サイズ縮小。
更に、一枚仕切り削減。

効果

1梱24本入りについて、従来と比較して、積送
効率：25％向上
13梱×4段／パレット→13梱×5段／パレット、
一枚仕切り38g削除

一枚仕切り
寸法：幅 202 × 流れ 317

花王（株）
｢アジエンスポンプペア企画品」（2019年度）
デザイン変更時に包材の
構成を見直し、セット箱の
紙仕切りとプラスチック
フィルム部分を廃止し、
紙単体へ切替、易リサイ
クル化を図った。
効果

セット箱の紙材料使用量を7.1％削減した
これによりセット箱１個当たりの紙のLCCO2排出量を約4ｇ削減した

PPフィルム窓
仕切り
（カード紙）
セット箱
（カード紙）

セット箱
（カード紙）

紙製容器包装の簡素化

リデュース

部材の削減
花王（株）
｢キュレル トライアルキット」（2019年度）

従来品と比較して、リーフレット削除。
セット台紙の削除または、寸法縮小。

改良品

従来品

効果

リーフレット削除により、LCCO2排出量を1.8g削減した
台紙の寸法縮小により、紙重量を約68％削減し、LCCO2排出量は、約6.3g削減

味の素（株）

【改善前】

【改善後】

｢甘味料製品」（2019年度）
中箱を廃止し、段ボールに製品を直接入れ4箱をバンド
掛けする仕様に変更。

4中箱を外箱に入れていた

・対象品種
パルスィート®120g袋、200g袋
パルスィート®60本入り袋、100本入り袋
パルスィート®カロリーゼロ70g袋、140g袋、170g袋
パルスィート®カロリーゼロ30本入り袋、80本入り袋
変更前：4中箱/外箱
変更後：4段ボール箱 4箱バンド掛け
効果

中箱廃止により紙使用量 41t/年 削減
（内訳）
・中箱コートボール 70t/年削減
・段ボール
29t/年増加

（株）バンダイ

パッケージ

新商品

「アンパンマンタウン 第３弾」（2019年度）
取扱説明書をパッケージ側面に印刷することで、取扱
説明書に必要な紙資源を削減した。

従来品

商品

取扱説明書

商品

ⓒやなせたかし／フレーベル館 ・ TMS ・ NTV

効果

取扱説明書面積：120㎜×80㎜=9,600㎟
取扱説明書重量：0.9ｇ

取扱説明書をパッケージ側面に印刷し紙資源を削減

使用されるパッケージの紙資源を１商品あたり約0.9g、約9,600㎟削減

紙製容器包装の簡素化

リデュース

部材の削減

（株）バンダイ

パッケージ内面

「ミニプラ騎士竜合体シリーズ02：Re キシリュウオー
ファイブナイツ＆ディメボルケーノ」（2019年度）

取扱説明書をパッケージ
内面に印刷することで、
取扱説明書に必要な紙
資源を削除した。

パッケージ外面

取扱説明書をパッケージ内面に印刷し、紙資源を節約

ⓒ2019 テレビ朝日・東映AG・東映

効果

組み立てに必要な取扱説明書の紙資源を1商品あたり約3.7g、約52,800㎟削減

（株）バンダイ
「アンパンマンタウン いっしょにあそぼう！
ころころパンこうじょうハウス」（2018年度）
取扱説明書をパッケージの
裏側とフラップに印刷するこ
とで、取扱説明書に必要な
紙資源を削減した。

効果

使用されるパッケージ
の紙資源を約7.6g、
約93,476mm2削減

取説サイズ

取説サイズ

H210×W80
（みどり枠部分）

H300×W202
（きいろ枠部分）

梱包状態
《オモテ》

《ウラ》

ⓒやなせたかし／フレーベル館 ・ TMS ・ NTV

味の素（株）
「お塩控えめのほんだし® 」１００ｇ箱（2018年度）
・包装工程を自動化し、仮取り箱を廃止。
・包装仕様で中箱を廃止。
・上記により紙の使用量を削減した。
変更前 10個箱/中箱、3中箱/外箱→
変更後 10個箱/外箱×3外箱ｼｭﾘﾝｸ掛け

【改善前】

【改善後】

10個箱/中箱
①個箱

①個箱

10個箱/中箱

②中箱
外箱

効果

仮取り箱と中箱の廃止により、
・中箱のコートボール 30t/年削減
・ダンボール 37t/年削減

3中箱/外箱

3外箱をシュリンク掛け
③外箱

紙製容器包装の簡素化

リデュース

部材の削減
味の素（株）
「顆粒調味料４０ｇ、５０ｇ小袋」（2018年度）
中箱を廃止し、ダンボールに製品を直接入れ4箱をシュリンク掛けする仕様に変更した。
・対象品種
「ほんだし®」40g袋
中華あじ50g袋
丸鶏がらスープ50g袋
丸鶏がらスープお塩控えめ40g袋
干し貝柱スープ50g袋

【改善後】

【改善前】

◆デルタフルートの段ボール

4中箱を外箱に入れていた
・中箱を廃止し、ダンボールに製品を直接
入れ4箱をシュリンク掛けする仕様に変更
変更前：小袋20袋/中箱、4中箱/外箱
変更後：小袋20袋/段ボール箱、4箱シュリンク掛

効果

◆４箱をシュリンク掛け

中箱廃止により
・中箱コートボール 102t/年削減
・ダンボール
11t/年増加

山崎製パン（株）
「おいしさ宣言｣シリーズ（2018年度）
「おいしさ宣言」シリーズの包装
形態を、フィルム包装にラベルを
貼り付けたものから、フィルムへ
直接印刷に変更したことにより、
年間約26トンの紙資源削減につ
ながりました。また、紙とプラス
チックの複合素材からプラスチッ
クの単一素材となり、リサイクル
を容易にしました。

ラベルを中止し、紙資源使用量を削減しました

製品一例
効果

年間約26ﾄﾝの紙資源を削減

花王（株）
｢メリット」、「エッセンシャル」、「ビオレｕ｣（2018年度）

改良前

改良後

大型スパウトパウチの段ボール仕様を組仕
切付きＡ－１形からオトール形式に変更、材
質も見直すことで段ボール重量を削減する
とともに、輸送効率も向上した。

効果

材料重量：約25％削減、輸送効率
(ＰＬ当たりの積載数量)：50％向上

Ａ－１形 ＋ 組仕切（キの字）

オトール８

紙製容器包装の再使用

リユース

再使用
（株）バンダイ
「スーパー戦隊チョコ」（2020年度）
パッケージのデザインを
工夫し、遊びに使える乗
りもの「魔進ファイヤ」が
切り取れるようにした。

パッケージを切り取ることで、乗りもの「魔進ファイヤ」になる
商品画像

パッケージを切り取ると
「魔進ファイヤ」が完成

■パッケージ■

＜オモテ＞

＜ウラ＞

＜蓋を切り取る＞

＜魔進ファイヤ完成＞

©2020 テレビ朝日・東映AG・東映

（株）バンダイ

｢プリキュアチョコ｣（2020年度）
パッケージのデザインを
工夫し、着せ替え遊びに
使える紙の洋服が切り取
れるようにした。

パッケージを切り取ることで、着せ替え遊びができます
商品画像

■パッケージ■

＜オモテ＞

＜ウラ＞

©ABC-A・東映アニメーション

アサヒビール(株)
推薦会員 ： ウェストロック（株）
「アサヒスーパードライプラネタリウムパック」（2020年度）
通常捨てられてしまうビールの集積
パッケージを購入後もリユースして
楽しめるよう工夫。
スマホを光源としてパッケージ内に
入れ、星型の穴を通して光を外に壁
に投影しプラネタリウムを再現。
購入後も遊べるパッケージである点
と、スマホを光源とするアイデアが
ポイント。

＜ウラ蓋を開けたところ＞

＜パッケージから切りとった洋服＞

紙製容器包装の再使用

リユース

再使用

雪印メグミルク（株）
推薦会員 ： (一社) 日本乳業協会
「牧場の朝ヨーグルト」（2020年度）
｢牧場の朝ヨーグルト」についている台紙で、切り紙遊びができるようにしました。
デザインは、「生乳仕立て」「いちご」「ブルーベリー」それぞれに９種類ずつあります。

台紙をはさみで切って
つなぎ合わせると
絵柄がつながります

組み立てて台紙の上で
遊べます

（株）バンダイ
｢バトルスピリッツ バトラーズグッズセット仮面ライダー｣
（2019年度）
商品パッケージを、ストレージボックス（カードを収納して保管する箱）として利用できるようにした。

お届け時の梱包状態

カードを収納して保管する
ストレージボックスに
商品を収納してお届け

ストレージボックス
（カードを収納して保管する箱）

ⓒ石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映
ⓒBNP/B, N, TV TX

紙製容器包装の再使用

リユース

再使用
（株）バンダイ
「ダンボールコマンダー
ハンドガンキット／ライフルキット」（2019年度）

内箱（的）

パッケージの内側を商品の的（ターゲット）として遊べる
ようにした。
商品説明

内箱を的（ターゲット）として再利用
ダンボールで作った弾丸を発射する銃型おもちゃ
内箱

パッケージ

©BANDAI・PLEX

カードを収納して保管する
ストレージボックスに
商品を収納してお届け

（株）バンダイ
「バトルスピリッツ バトラーズグッズセット
ウルトラヒーローズ」（2018年度）
商品を収納している
容器を、ストレージ
ボックス（カードを収
納して保管する箱）
として利用できるよ
うにした。

お届け時の梱包状態

ストレージボックス
（カードを収納して保管する箱）

©TSUBURAYA PROD. ©BNP/BANDAI, NAS, TV TOKYO

（株）バンダイ
｢あそボックスウエハースのりものずかん｣（2018年度）
ウエハースを収納している紙箱に、ペーパークラフトをプリント。
紙箱の有効活用として新しい遊びを提案した。

梱包状態

展開状態
組み立てた状態

紙箱にペーパークラフトをプリント

ⓒBANDAI

紙製容器包装のリサイクル容易化

リサイクル

紙化・紙単体化
凸版印刷（株）
「CNFエコフラットカップ」（2020年度）
CNFをコーティングした原紙に凸版印刷(株)の高度な成型技術を組み合わせ、飲料向け紙カップを開発。従来のプラ
スチックカップと比較してプラスチック使用量を大幅削減。

日本製紙グループとともに性能改善に取り組み開発したCNFをコーティングした原紙を使用することにより、
本製品に高いバリア性を付与。さらに凸版印刷(株)の高度な成型技術を生かし特殊加工を施した完全密
閉構造により商品の長期保存化を実現。これにより今まで固形食品用途にしか使用できなかったCNFを用
いた紙カップを、飲料などの液体容器としても使用することができます。
効果

従来の飲料向けプラスチックカップと比較して、プラスチック使用量を約50％削減することが可能

凸版印刷（株）
「チューブな紙パウチ」（2020年度）
トイレタリー、食品、化粧品等の幅広い用途に使用されているラミネートチューブの胴部に紙を採用。これによりプラ
スチックの使用量を削減した。
「チューブな紙パウチ」

「一般的な
ラミネートチューブ」

内容物を使い切ったイメージ
チューブの最外装の紙化を実現。
紙ならではの質感、風合いを活かした
デザイン・プロモーションが可能。
効果

従来のラミネートチューブより、薄肉化を達成することにより、中身を容易に絞りやすくなっ
ている。
さらに注出口のプラスチックを水平に設計することで、従来のラミネートチューブと比較して
内容物を最後まで絞りやすくなっています。

一般的な歯磨き粉に使用されているラミネートチューブと比較して、プラスチック使用量を50％削減

紙製容器包装のリサイクル容易化

リサイクル

紙化・紙単体化
東罐興業 （株）
「PA-PAUCH（ペーパウチ）」（2020年度）
環境に優しい紙を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたこれまでにない新しい紙製スタンディングパウチです。
1．大きな印刷面でデザインが可能
2．紙の特性を活かした自立性と環境配慮
一次包装のみでデザイン性の高い商品を陳列させることが可能です。
3．内容物を保護する防湿性

＜商品展開例のイメージ＞

（株）ブルボン
「もちもちショコラシリーズ」（2019年度）
従来は、手を汚さずに商品をお
召しあがりいただく為、内装の
中にPP製のプラスチックフォー
クを入れておりましたが、今回
は環境と安全性に配慮した紙
製ピックを新たに採用しました。
ピックの形状を工夫し、ピックの
突き刺しに必要な最低限の強
度を確保しつつ、万が一、誤っ
て突き刺した際、事故の可能性
が少なくなるよう、安全性にも配
慮した形状としています。

ネスレ日本 （株）
推薦会員 ：凸版印刷 （株）
「キットカット大袋タイプ外装」（2019年度）
プラスチックごみの課題解決に向けた
取り組みを加速するため、チョコレート
菓子「キットカット」の主力製品である大
袋タイプ5品の外袋を、プラスチックから
紙パッケージに変更。

紙製容器包装のリサイクル容易化

リサイクル

紙化・紙単体化
改善前

味の素（株）

改善後

「ほんだし®」スティック商品（2018年度）
スティックフィルムのPEに高強度のものを
採用することで、薄肉化し、プラスチックの
使用量を全体で9.8ｔ/年削減した。
プラスチックの削減により、「資源有効利用
促進法」による識別マークを｢プラ｣から｢紙｣
に変更した。

プラスチックの削減
により、スティックは
プラスチック容器包
装から紙製容器包
装へ変更となった。

凸版印刷（株）
「レンジで楽チントレー」（2018年度）
電子レンジ加熱が可能な冷凍食品向
けの紙製一次容器です。従来のプラ
スチックや紙製の深絞りトレーと異
なり、容器の側面を含めた全面に印
刷が可能。印刷面積が広いため加飾
表現や法的表示のための外装や外箱
が必要ありません。紙フタは容易に
開封可能です。従来のプラトレー＋
シュリンクフィルム＋外装ピローの
構成の商品と比較して、石油由来資
源の使用量を大幅に削減しました。
効果

電子レンジでそのまま加熱でき、
紙フタは容易に開封できる。

石油由来資源の使用量を、プラトレー＋シュリンクフィルム＋外装ピローの構成と比較し、約90％削減
（株）コーセー

「ヌーディクチュール ルースパウダー」（2018年度）
従来この形態の製品は、容器が回転しないよう
にバキュームに入れて固定するようにしていた。
しかし、本品は、回転しないように、切り込みを入
れたり台形にしたり外装を工夫し、バキュームを
削除することで紙のみの単一包材となり、分別が
容易となった。

（株）コーセー
「プレディア ヘアカラートリートメント」（2018年度）
従来この形態の製品は、背面の開口部分に粘着シール
を貼付するかティアテープ包装をして、バージン性を保っ
ていた。しかし、本品は、高級感を表現しつつバージン
性をも保つ外装を採用し、シール等を削除することで紙
のみの単一包材となり、分別が容易となった。

紙製容器包装のリサイクル容易化

リサイクル

リサイクル容易化
東罐興業（株）
「Tokan PA-Lid」（2020年度）

紙絞りしごき成形技術を応用して、一
枚の紙製ブランクからコールド飲料
用リッドの紙製品を開発しました。
コップやストローに続き、蓋の紙化を
図ることで、サステナブル素材を用い
たオール紙製品となり、リサイクルシ
ステムの中での分別が不要になりま
す。
凸版印刷（株）
「ＥＰ－ＰＡＫオルカット」「トルキャップ」（2019年度）
「オルカット」は口栓のついた頭部の下のミシン目加工を前後に折り曲げて手で引き裂くだけで、簡単に分
別できる新しい口栓付き液体用紙製容器です。「トルキャップ」は、口栓の土台となる部材に独自の特殊加
工を施した口栓です。「オルカット」の機能で分離した頭部を左右の中心で二つに折り曲げるだけで、口栓
を固定している土台部分が破断。これにより、従来廃棄時の分別が難しかった口栓付きの頭部も、紙とプラ
スチックへの簡単分別を実現できます。

大日本印刷（株）
「エコカル紙トレイ」（2019年度）
日比谷公園で開催の「日比
谷音楽祭」のフードコートに
て提供する分離可能な紙容
器。環境配慮ポイントとして、
以下２点が挙げられる。
●使用後に汚れた内面の
フィルムを簡単に剥せる。
● FSC®森林認証紙を使
用。

使用後に汚れた内面のフィルムを剥がすことにより、紙リサイクルの推進に貢献する。

リサイクル

紙製容器包装のリサイクルシステム
リサイクルシステム

構成員 ： 日本酒造組合中央会
印刷工業会液体カートン部会
ＮＰＯ法人集めて使うリサイクル協会
｢酒パックリサイクル促進協議会の活動｣（2020年度）
｢酒パック再生紙による貯金箱作製（非売品）｣
酒パックリサイクル促進協議会では、酒パック再生紙を活用
して毎年様々な再生品を開発、会員各社に活用を推奨して
きたが、なかなか定着するには至っていない。そこで今年度
は、過去エコプロ会場で配布し好評を得ていた各社の銘柄
貯金箱を作成することにした。各社のイベントや工場見学で
のノベルティとして、また営業活動の販促ツールとしても活用
可能であり、社内に酒パックリサイクルの意識を高めていく
機運につながればと考えている。

上段左側から、月桂冠(株)、宝酒造(株)、薩摩酒造(株)、三和酒類(株)、白鶴酒造(株)、日本盛(株)、盛田(株)
下段左側から、オエノンホールディングス(株)、高橋酒造(株)、霧島酒造(株)、(株)小山本家酒造、大関(株)

酒パックリサイクル促進協議会会員会社の2019年度充填損紙リサイクル率は、86.9％となった。

※ 写真は過去作成分

●調査活動（マテリアルフロー調査など）

印刷工業会
推薦会員 ： （一社）日本印刷産業連合会
「アルミ付紙パックのリサイクル推進活動」（2020年度）
印刷工業会液体カートン部会では、牛乳パックなど
のアルミを使用しない飲料用紙パックに比較し、リ
サイクルの取り組みが遅れているアルミ付紙パック
について、調査活動・普及啓発活動など、様々なリ
サイクル推進活動を実施しています。

●広報活動（エコプロ2019への出展など）

●2018年度アルミ付紙パックの回収率
・損紙・古紙を含む回収率 ……14.9%
・使用済み紙パックの回収率 … 4.1%
(使用済み紙パックの回収率は前年と同じ)
構成員 ： 正会員27社（容器包装利用事業者、製造事業者、
業界団体、原紙メーカーなど）
賛助会員5社（再生紙・パルプメーカー、古紙問屋）
｢LL紙パックリサイクル推進研究会｣（2020年度）

■エコプロ2019への出展
■Webサイト

LL紙パックリサイクル推進研究会
■施設見学会
は容器包装利用事業者、製造事業
者等により2007年度に設立された
研究会で、アルミ付紙パックのリサ
イクルについて勉強会、見学会、
各種調査などを通じて実態把握と
情報の普及啓発を行なっています。
2012年度に立ち上げたＷｅｂサイト
を通じて、情報を発信しています。
※ LL紙パックとはLong Life紙パッ ■全体会議・情報共有化勉強会
クの略称で、内面にアルミ箔がコー
アルコール飲料以外の牛乳、乳飲料、果汁飲料、清涼
ティングされた紙パックです。可燃ゴ
飲料等が対象。会員企業が販売するこれらの紙パック
ミとして区分されるケースが多いも
飲料が国内市場に占める割合は80％以上と推計されま
のの、良質の再生紙原料で、回収・
リサイクルしている事例も増えてき
す。ＷｅｂサイトではLL研の活動のほか、回収・リサイク
ています。
ル事例も紹介していますので、是非ご覧ください。

http://ll-pack-recycle.org/

リサイクル

紙製容器包装のリサイクルシステム
リサイクルシステム
●調査活動（マテリアルフロー調査など）

印刷工業会
推薦会員 ： （一社）日本印刷産業連合会
「アルミ付紙パックのリサイクル推進活動」（2019年度）
印刷工業会液体カートン部会では、牛乳パック
などのアルミを使用しない飲料用紙パックに比
較し、リサイクルの取り組みが遅れているアル
ミ付紙パックについて、調査活動・普及啓発活
動など、様々なリサイクル推進活動を実施して
います。

●広報活動（エコプロ2018への出展など）

●2017年度アルミ付紙パックの回収率
・損紙・古紙を含む回収率 ……15.7%
・使用済み紙パックの回収率 … 4.1%

構成員 ： 正会員27社（容器包装利用事業者、製造事業者、
業界団体、原紙メーカーなど）
賛助会員5社（再生紙・パルプメーカー、古紙問屋）
｢LL紙パックリサイクル推進研究会｣（2019年度）
LL紙パックリサイクル推進研究
会は容器包装利用事業者、製
造事業者により平成19(2007)
年度に設立された研究会で、ア
ルミ付紙パックのリサイクルに
ついて勉強会、見学会、各種調
査などを通じて実態把握と情報
の普及啓発を行なっています。
平成24(2012)年度に立ち上げ
たWebサイトを通じて、情報を
発信しています。
※ LL紙パックとはLong Life紙
パックの略称で、内面にアルミ
箔がコーティングされた紙パック
です。可燃ゴミとして区分される
ケースが多いものの、良質の再
生紙原料で、回収・リサイクルし
ている事例も増えてきています。

■エコプロ2018への出展

■Webサイト

■施設見学会

■全体会議・情報共有化勉強会
アルコール飲料以外の牛乳、乳飲料、果汁飲料、清涼
飲料等が対象。会員企業が販売するこれらの紙パック
飲料が国内市場に占める割合は80％以上と推計され
ます。Webサイトでは回収・リサイクル事例も紹介して
いますので、是非ご覧ください。
http://ll-pack-recycle.org/

リサイクル

紙製容器包装のリサイクルシステム
リサイクルシステム

構成員 ： 日本酒造組合中央会
印刷工業会液体カートン部会
ＮＰＯ法人集めて使うリサイクル協会
｢酒パックリサイクル促進協議会の活動｣（2018年度）
｢酒パック再生紙によるワンタッチカートン作製｣
酒パックリサイクル促進協議会では、昨年製作した身･蓋分離
型の「御銘酒」ギフトボックスを簡便化し、1.8ℓ×2本用の一体
型ワンタッチカートンを製作しました。酒パック再生紙を使用し、
前回のギフトボックスのデザインはそのままに、酒販店の要望
を取り入れて比較的手軽に活用できるものになっています。今
後も各方面からのご意見やご要望をお聞きしながら、引き続き
酒パック再生紙の活用を積極的に進めていきます。

酒パックリサイクル促進協議会会員会社の2017年度充填損紙リサイクル率は、96.3％となった
●調査活動（マテリアルフロー調査など）

印刷工業会
推薦会員 ： （一社）日本印刷産業連合会
「アルミ付紙パックのリサイクル推進活動」（2018年度）
印刷工業会液体カートン部会では、牛乳パックなど
のアルミを使用しない飲料用紙パックに比較し、リ
サイクルの取り組みが遅れているアルミ付紙パック
について、調査活動・普及啓発活動など、様々なリ
サイクル推進活動を実施しています。

●広報活動（エコプロ2017への出展など）

●2016年度アルミ付紙パックの回収率
・損紙・古紙を含む回収率 ……16.3%
・使用済み紙パックの回収率 … 4.3%
(使用済み紙パックの回収率は前年と同じ)

構成員 ： 正会員27社（容器包装利用事業者、製造事業者、
業界団体、原紙メーカーなど）
賛助会員5社（再生紙・パルプメーカー、古紙問屋）
｢LL紙パックリサイクル推進研究会｣（2018年度）
LL紙パックリサイクル推進研究会は
容器包装利用事業者、製造事業者
により平成19年度に設立された研
究会で、アルミ付紙パックのリサイク
ルについて勉強会、見学会、各種調
査などを通じて実態把握と情報の普
及啓発を行なっています。平成24年
度に立ち上げたWebサイトを通じて
情報を発信しています。
※ LL紙パックとはLong Life紙パッ
クの略称で、内面にアルミ箔がコー
ティングされた紙パックです。可燃ゴ
ミとして区分されるケースが多いも
のの、良質の再生紙原料で、回収・
リサイクルしている事例も増えてきて
います。

■施設見学会

■Webサイト

■エコプロ2017への出展

■全体会議・情報共有化勉強会
アルコール飲料以外の牛乳、乳飲料、果汁飲料、清涼
飲料等が対象。会員企業が販売するこれらの紙パック
飲料が国内市場に占める割合は80％以上と推計されま
す。Webサイトでは回収・リサイクル事例も紹介していま
すので、是非ご覧ください。http://ll-pack-recycle.org/

その他の環境配慮
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環境負荷軽減
（株）コーセー
「雪肌精クリアウェルネス」（2020年度）
化粧箱原紙を従来の蒸着紙やカード紙から日本でのリ
サイクル率が非常に高い段ボール素材を採用。
印刷に用いているインクは環境に配慮したバイオマス
インクを採用。
効果

化粧箱が段ボール素材になることでお客様が容易に回収（リサイクル）に出すことが可能となる

（株）ニチレイフーズ
推薦会員 ： （一社）日本冷凍食品協会
「お弁当にGood！® シリーズ」（2019年度）
■バイオマスインキ使用
当社の冷凍食品の「お弁当にGood
！®」シリーズの、パッケージに使用
するインクの一部に、バイオマスイ
ンキを使用しました。
（バイオマスマーク認定商品です）。

お弁当にGood！® シリーズ全品にて実施しました。

改善前

味の素（株）

改善後

「Cook Do®」２人前シリーズ（2018年度）
「Cook Do®」の主要製品にファミリー向けの３～４人前シ
リーズに加えて、少人数向けの“２人前”シリーズを追加。

世帯人数に合わせたシ
リーズを揃えることで、
作りすぎの食べ残しに
よる食品ロスを削減。

アサヒ飲料（株）
「ワンダ」コーヒー３品（２００ｍｌ）、「アサヒ 十六茶」２品
（２５０ｍｌ）、なだ万監修 日本茶（２５０ｍｌ）（2018年度）

「ワンダ モーニングショット」
（LL紙パックスリム２００ｍｌ）

２０１８年４月より、原紙の印刷を油性の溶剤型インキ
での印刷から水性インキに切り替えたことにより、ＶＯＣ
（揮発性有機化合物）の配合を削減した。

・水性インキは従来の溶剤型インキに対し
てVOC濃度で100分の1以下になりました。
・印刷方式を変えたことで、金属シリンダー
を刷版に使用しないため、重金属を用いる
メッキを使用しません。

「アサヒ 十六茶」
（LL紙パックスリム２５０ｍｌ）

その他の環境配慮・森林認証紙の採用
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環境に配慮した表示
（株）バンダイ

パッケージ裏面

「バトルスピリッツ メガデッキ
灼熱の神皇／翡翠の神皇」（2019年度）
商品パッケージに古紙配合率80％の再生紙を使用
パッケージ表面

↑エコメダルはバンダイが独自の
環境基準で定めた環境ラベルです。

パッケージに再生紙を利用し、紙資源を節約
ⓒBNP/BANDAI, NAS, TV TOKYO

森林認証
森永乳業（株）
「おいしい低糖質プリンシリーズ」（2020年度）
製品識別のためカップに巻く紙スリーブに、FSC®認
証紙を採用した。

FSC®認証紙採用
森永製菓（株）
「森永ビスケット」（2020年度）
個装箱の紙に、社会・経済・環境
的に適切管理された森林から生
産された森林認証紙（FSC®）を
採用。

森永製菓（株）
「カレ・ド・ショコラ」（2020年度）
個装箱の紙に、社会・経済・環境的に適切管理され
た森林から生産された森林認証紙（FSC®）を採用。

森林認証紙の採用

環境配慮

森林認証
森永製菓（株）
推薦会員 ： 王子パッケージング（株）
「板チョコアイス」（2020年度）
アイス用の紙製パッケージにFSC®認証紙を
採用し環境対応を図った。

背面のクレジット

花王（株）
推薦会員 ： 王子パッケージング（株）
「バブアソート12錠入」（2020年度）
入浴剤の紙製パッケージに
FSC®認証紙を採用し環境
対応を図った。

数種類のパッケー
ジ展開

底面のクレジット

ライオン（株）
推薦会員 ： 王子パッケージング（株）
「ギフトセット」（2020年度）
洗剤ギフト用の紙製パッケージに
FSC®認証紙を採用し環境対応を
図った。

側面のクレジット
サントリービール（株）
推薦会員 ： 王子パッケージング（株）
ザﾞ・プレミアム・モルツ「夢」マスターズ ドリームダブル
セット,ザ・プレミアム・モルツ「輝」夏の限定6種セット
（2020年度）
ビールギフト用の紙製パッケージにFSC®認証紙を採用し
環境対応を図った。

エスビー食品 (株)
推薦会員 ： 大日本印刷 (株)
「肉旨ビーフキーマカレー中辛」
「肉旨スパイスキーマカレー中辛」（2020年度）

原紙にFSC®森林認証紙を採用しロゴマークを表示した。

ｻﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾓﾙﾂ「夢」
ﾏｽﾀｰｽﾞﾄﾞﾘｰﾑﾀﾞﾌﾞﾙｾｯﾄ

ｻﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾓﾙﾂ「輝」
夏の限定6種ｾｯﾄ

森林認証紙の採用
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森林認証
宝酒造 （株）
推薦会員 ： 大日本印刷 (株)
松竹梅「天」
松竹梅「天」 <飲みごたえ辛口>
松竹梅「天」 <糖質70％オフ>
松竹梅「天」 <香り豊かな糖質ゼロ>
料理のための清酒
料理のための清酒 <糖質ゼロ> （2020年度）
原紙にPEFC森林認証紙を採用し、ロゴマークを表示し
た。
特濃4.4ミルク（側面画像）

オハヨー乳業（株）
推薦会員 ：（一社）日本乳業協会
「特濃4.4ミルク 500/1000ml」（2020年度）
特濃4.4ミルク 500/1000mlについてFSC®マークを記載。

1000ml

500ml

1000ml

500ml

オハヨーコーヒー（側面画像）

オハヨー乳業（株）
推薦会員 ：（一社）日本乳業協会
「オハヨーコーヒー 500/1000ml」（2020年度）

オハヨーコーヒー 500/1000mlについてFSC®マークを
記載。

1000ml

森永製菓（株）
「12粒ダース」（2019年度）
個装箱の紙に、社会・
経済・環境的に適切
管理された森林から
生産された森林認証
紙（FSC®）を採用。

（株）コーセー
「薬用 雪肌精」（2019年度）

パッケージに、環境に配慮したFSC®認証紙を採
用し、 FSC®森林認証マークを表示した。

500ml

1000ml

500ml

森林認証紙の採用
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森林認証
大日本印刷（株）
「環境配慮紙カップ」（2019年度）
日比谷公園開催の「日比谷音楽祭」のフードコートにて
提供する環境に配慮した紙カップ。 断熱仕様の二重紙
カップとなっており、環境配慮ポイントとして、以下３点が
挙げられる。
●内カップ紙・底紙・外装紙にFSC®森林認証紙使用。
●内カップ紙のポリエチレンにバイオマスＰＥを使用。
●外装紙の印刷インキに植物由来インキを使用。

イトウ製菓（株）
推薦会員 ：大日本印刷（株）
「ラングリー チョコレートクリーム」
「ラングリー バニラクリーム」（2019年度）
●外箱にFSC®森林認証紙を
採用、ロゴマークを入れた。

ピジョン（株）
推薦会員 ：大日本印刷（株）
「1才からのレンジでケーキセット（プレーン）」（2019年度）
●外箱にFSC®森林認証紙を
採用、ロゴマークを入れた。

三井農林（株）
推薦会員 ： 大日本印刷（株）
「ＣＧＣやさしい紅茶 ５０ＴｅａＢａｇｓ」（2019年度）
●外箱にFSC®森林認証紙を
採用、ロゴマークを入れた。

（株）明治
推薦会員 ： 王子パッケージング（株）

３種類のパッケージ展開

「明治リッチチョコサンド」（2019年度）
チョコレート菓子用の紙製
パッケージにFSC®認証紙
を採用し環境対応を図っ
た。
側面のクレジット

明治リッチ
ストロベリーチョコサンド/マッチャチョコサンド/キャラメルチョコサンド

森林認証紙の採用

環境配慮

森林認証
ブリヂストンスポーツ（株）
推薦会員 ： 王子パッケージング（株）
ゴルフボール「ＰＨＹＺ」（2019年度）

ゴルフボール用の紙製パッケージ
にFSC®認証紙を採用し環境対応
を図った。パッケージには白板紙
メーカーと紙銘柄を表示した。

3個箱のクレジット

ゴディバジャパン（株）
推薦会員 ： 王子パッケージング（株）

ダース箱、3個箱共にFSC ®認証紙使用
３種類のパッケージ展開

「ゴディバ マスターピース ５粒入」（2019年度）
側面のクレジット

チョコレート用の紙製
パッケージにFSC®認
証紙を採用し環境対
応を図った。

（株）ニチレイフーズ
推薦会員 ： （一社）日本冷凍食品協会
「お弁当にGood！®シリーズ」（2019年度）
■外箱に森林認証紙を使用
当社の冷凍食品の「お弁当にGood！®」シリーズの
外箱（段ボール）は、森林認証紙を使用しました。
お弁当にGood！®シリーズ全品にて実施しました。

味の素（株）
「ほんだし®」、「Ｃｏｏｋ Ｄｏ®」（2018年度）
「ほんだし®」、「Cook Do®」など主要製品等の個箱に
FSC®認証紙を採用した。

2017年度は85品目の家庭用商品の個箱に
FSC®認証紙を採用した。
この他8品目の中箱に、7品目のダンボールに
FSC®認証紙を採用した。
花王（株）
「アタック」、「ニュービーズ」（2018年度）
個装箱にFSC®認証紙を採用し、環境対応を図った。

裏面の
クレジット

森林認証紙の採用

環境配慮

森林認証
花王（株）
「ヘアカラーリング剤（ヘアカラー、ヘアマニキュア）」
（2018年度）
個装箱にFSC®認証紙を採用し、環境対応を図った。

個装のクレジット

味の素ＡＧＦ（株）
推薦会員 ： 大日本印刷（株）
「ちょっと贅沢な珈琲店®ﾚｷﾞｭﾗｰ･ｺｰﾋｰ ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾄﾞﾘｯﾌﾟ｣ 4種
ｽﾍﾟｼｬﾙ･ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ、ﾓｶ･ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ、喫茶店ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ、優雅なﾓｰﾆﾝｸﾞ
ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ（2018年度）

ＦＳＣ®認証ロゴ
マーク表示部

外装パッケージにFSC®森林
認証紙を採用、ロゴマークを
入れた。

キリン・トロピカーナ（株）
推薦会員 ： 大日本印刷（株）
「午後の紅茶 巨峰ティーｗｉｔｈベリー ５００ｍｌ｣（2018年度）

ＦＳＣ®ロゴマーク
表示部

液体紙容器にFSC®森林認証紙を採用、ロゴマークを
入れた。

（株）セブン＆アイ・ ホールディングス
推薦会員 ： 凸版印刷（株）
「セブンプレミアム 焼酎２０％ ９００ｍｌ」
「セブンプレミアム 焼酎２５％ ９００ｍｌ」
「セブンプレミアム 焼酎２０％ １８００ｍｌ」
「セブンプレミアム 焼酎２５％ １８００ｍｌ」
（2018年度）

焼酎用の紙パックにPEFC™認証紙を使用。
認証マークも取得。 その他数点あり。
紙パック本体にＰＥＦＣTMマークと、消費者にも
わかりやすいメッセージを掲載しています。

