製 造 部 門
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アサヒ飲料株式会社
「カルピスウォーター」PET500ml

ごみを減らせるものにしたい 。

21

22

環境に配慮したグリーン電力を活用し製造。
アルミ缶、
６缶パック板紙の軽量化と取り
出しやすさを両立させました。
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江崎グリコ株式会社
メンタルバランスチョコレート
ＧＡＢＡ＜ミルク＞スタンドパウチ

従 来まで石 油 系プラスチック1 0 0％の
トレイを、植物由来ポリエチレン（PE）
を
10％配合したエコトレイに変更することに
より、年間CO2排出量を80トン削減。

アサヒビール株式会社
アサヒスーパードライ350ml缶 6缶パック

PETボトルに使用する樹脂量を従来比で
約9.6％削減しました。
それにより、年間で
樹脂量を334 t削減します。

ここではそんなあなたの 考えに応 えられる商品を 紹 介します 。

味の素冷凍食品株式会社
プリプリのエビシューマイ

19

応募資格

九都県市キャンペーン

どなたでもご応募できます。
※ご応募はお一人様につき1回とさせていただきます。
※20歳未満の方はアルコール類のご応募はできませんので、ご了承ください。

毎日買うものだから 、 もっと環 境に優しいもの 、

20

18

味の素AGF株式会社
「ブレンディ®」袋160g

ガゼット袋を変形ピロー袋に変更するこ
とで、袋の自立機能を維持しつつ、包材
使用面積を削減。
これにより、
プラスチック
使用量を年に２１t 削減
（３５％減）
しました。

「ブレンディ® 」袋 入り詰め替えタイプ 。
短ピッチ化
（ハイ
ト削減）
、
袋の高さ155mm
から10mm低くし、145mmに。使用プラ
素材４％削減を実現しました。

24

「キユーピードレッシング スティックタイプ」
の外装中に、使用済み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。
これにより、石油由来原料やＣＯ２
排出量を削減することができます。

スーパーマーケット等で回収された使用済
みPETボトルを原料とした再生透明容器
です。原油から新しく作る容器と比べCO2
を30％排出抑制する事ができます。

応募締切

令和2年11月30日(月)当日消印有効
※当選された方への賞品発送は令和2年12月下旬を予定しております。

応募方法

応募要項

25

本リーフレットに添付された専用はがきに必要事項をご記入の上、
63円切手を貼って、
郵便でご応募ください。
下記の2次元コード
または、
URLのサイトから、
WEBでのご応募も可能です。

応募するん
ジャー

どしどし

キユーピー株式会社
キユーピードレッシング スティックタイプ

株式会社エフピコ
エコＡＰET製品

製品10個を入れるボール箱に使用する原紙
の斤量を310g/㎡から270g/㎡に変更し、
年間包材使用量を年間約4,500kg削減。

味の素株式会社
「味の素®」
「ハイミー®」袋品種

WEBでも応募OK! 詳しくは

キッコーマン株式会社
キッコーマン こいくちしょうゆ1L

玉露園食品工業株式会社
玉露園 減塩こんぶ茶50ｇSP袋

チャレンジ ! 省資源宣言

以前より約12％軽量化したペットボトル。
使い切り後の分別処理の際に外しやすい
を使用しています。
「エコキャップ®」

チャック付アルミ袋で、防湿性に優れ、
袋の重さはなんと6gのスリムタイプ！

※お客様のご住所が不明等の理由により連絡がとれない場合は、
当選の権利が無効となる
場合があります。
※諸事情により、
一部賞品の内容が変更になることがあります。
※賞品のお届けは国内のみとさせていただきます。
※チャレンジクイズの正誤、
アンケートにお答えしていただいた内容は抽選結果に関係しません。

www.resource-saving.jp
【当キャンペーンにおける個人情報の取扱いについて】

ご

を
み

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」
シリーズの袋の大きさを見
直したことで、
プラスチック資源を年間約
12 t 削減することができました。

リスパック株式会社
リスニュートデリカシリーズ
植物原材料とタルクを配合させた100％
自然由来素材で高耐熱の業界初の容器
です。石化資源抑制、
ＣＯ２の排出抑制に
貢献します。

へ

ら

そ

う

過剰包装の商品を
選ばないことによって、
省資源を実現しよう。

!
使い捨てプラスチックを

つかわんジャー

レジ袋や、ストロー、
スプーンなど、使い捨て
プラスチックの使用をやめよう。

食べ物を

のこさんジャー

食べきれる量を注文して
残さないように食べきって、
食品廃棄物を減らそう。

個人情報について：ご記入いただいた個人情報は、
プレゼント賞品の抽選・発送のみに使用し、
お客様の承諾なく開示・提供することはいたしません。
（法令等により開示を求められた場合を除く）
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過剰包装を

えらばんジャー

ありましたら、ぜひご記入ください。
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このリーフレットで紹介した様々な企業の
取組により省資源を目指していきますが、
一人ひとりが、チャレンジできることも
たくさんあります。ここではみんなができる
省資源への取組の一端を紹介します。

6 キャンペーン参加企業や、当キャンペーンに対するご意見・ご提案が

フタがピタッとしまるので、
ラップに包んだり
保存袋に保存することなく便利。環境にも
優しい容器です。

）※複数可
）※複数可、メーカー名でも可

ダイエッ
トをHAPPYに、
従来品よりもアルミ
パウチ袋の厚みを11％薄くし、重さも5％
ダイエット。

よく利用するお店（
よく利用する製品（

クッキングフラワーはボトルタイプの容器を
使用しますが、詰め替え用を利用すること
で省資源に貢献します。

5 キャンペーン参加企業や対象商品について、よく利用するものを教えてください。

19年連続売上NO.1旨さ
！100％環境に
配慮した電力を使用して製造しています。
パッケージもできるかぎり薄く。

A. 対象商品・サービスを増やしてほしい Ｂ. 分別しやすい製品・容器包装にしてほしい
Ｃ. 省資源化の取組をもっとアピールしてほしい
Ｄ. その他
（
）

株式会社ファンケル
大人のカロリミット

4 キャンペーン参加企業に今後どのようなことを期待しますか？ ※複数可

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®

みんなで地球を守ろう！

A. 利用したい Ｂ. 機会があれば利用してみたい
Ｃ. あまり関心がない Ｄ. 関心がない

株式会社ニチレイフーズ
本格炒め炒飯（R）

3 キャンペーン参加企業の対象商品・サービスを利用したいと思いますか？

GO! GO! チャレンジ

プリマハム株式会社
サラダにちょうどいいね。
うす切りロースハム

①食品廃棄物の削減
②容器包装の発生抑制
③ワンウェイプラスチックの減量化
④たくさん運動して減量する
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ご希望の
Wチャンス
賞品番号

34

キリトリ

省資源に
Q 次のうち、
直接関係のないものはどれ？

33

バイオマスプラスチックを配合した弊社
独自の『バイオＢＦ』素材で、省資源化と
温室効果ガス削減に貢献します。

A. 過剰包装の商品を選ばないようにする Ｂ. ワンウェイプラスチック製品を使わない
Ｃ. 食べ物を残さないようにしている Ｄ. 実践していない

市 町 村などで回 収された瓶を再 生し、
カレットにしたものを90％以上使用してい
るエコロジーボトルです。

タルファーとは天然素材・無機鉱物
（タルク）
を50％以上含有した、環境負荷軽減素材
です。CO2排出量はPP素材比▲46％、
当社素材名CT（PPフィラー）比▲26％の
削減となります。

2 省資源化のため、普段どのような取組を実践していますか？ ※複数可

長年蓄積してきた品質向上の成果を再検
証の結果、
ビールテイスト製品の賞味期限
を9ケ月から１年へ延長を実現しました。

シーピー化成株式会社
「CPバイオ」シリーズ

A. スーパー・レストランの店頭
（店名：
） Ｂ. 駅・電車内の広告
Ｃ. インターネット広告 Ｄ. SNS
（Twitter、
Instagram）
Ｅ. 各自治体または九都県市のホームページ F. その他
（
）

まろやかなコクとやさしいあまみが楽しめる
カフェインゼロの本格緑茶。環境に配慮し
再生ＰＥＴ樹脂１００％使用。

植物由来原料を30％使用した11.3ｇの
国産最軽量※ペットボトルを採用しています。
※ 国 産ミネラルウォーターペットボトル
（500ml〜600ml）対象〈2020年4月現在〉

１ このキャンペーンをどのようにお知りになりましたか？

サッポロビール株式会社
ビールテイスト製品の賞味期限を延長

【お問い合わせ】TEL：044-200-2558 FAX：044-200-3923（事務局：川崎市環境局生活環境部廃棄物政策担当）

中央化学株式会社
環境配慮型素材｢タルファー｣

当てはまるものに○をしてください

キリンビバレッジ株式会社
キリン 生茶デカフェ 430ml PET

お客様よりいただいた個人情報は、
九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会が適切に管理し、
賞品の抽選・発送、
本件に関する諸連絡
および事業の参考とするために個人を特定しない統計情報の形で利用させていただきます。
なお、
業務委託先への預託以外には、
個人
情報をお客様の承諾なく第三者に開示・提供することはいたしません
（法令等により開示を求められた場合を除く）
。
以上の個人情報の取
扱いについてご同意の上、
ご応募ください。
当キャンペーンへのご応募をもって、
個人情報の利用目的への同意とさせていただきます。
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クイズとアンケートに答えてステキなプレゼントを当てよう！

サントリーホールディングス株式会社
サントリー南アルプスの天然水
550ml（PET）

ポッカサッポロフード＆
ビバレッジ株式会社
ポッカレモン100

32
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答えは

29

A

28

チャレンジ・クイズ！
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九都県市キャンペーン
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