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海洋プラスチックごみによる地球規模での環境汚染や生態系への影響が懸念され、

世界的に関心が高まる中、関西広域連合では、関係自治体が連携して、ごみを出さな

いライフスタイルへの転換を目指し、これまで取組んできた３Ｒ（リデュース・リユー

ス・リサイクル）をさらに推進し、住民、事業者、団体等と協力しながらプラスチック

ごみゼロに向けた不断の取組を行うことを宣言しています。

この冊子では、関西広域圏内において、プラスチックごみ削減に積極的に取組まれ

ている事業者や団体の取組事例を紹介しています。多くの方にとって身近な事例と

なっていますので、事業活動や日々のライフスタイルを見直すきっかけにしていただく

とともに、プラスチックごみを減らす取組に繋げていただければ幸いです。

令和４年３月　　関西広域連合　広域環境保全局

◆ シサム工房　　◆ 豊岡鞄（兵庫県鞄工業組合）　　◆ 株式会社斗々屋　　◆ 無印良品（株式会社良品計画）
◆ 関西学院大学 神戸三田キャンパス　　◆ 京都大学 エコ～るど京大　　　◆ ゼロ・ウェイストアクションホテル "HOTEL WHY"
◆ CAFÉ REED　　◆ 大洋化学株式会社　　◆ アイカサ（株式会社Nature Innovation Group） 
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FILE_1_ フェアトレード企業

シサム工房とは？
　京都で創業し、2022年1月現在、京都・大阪・神
戸・東京に店舗を展開するアパレルを中心としたフェ
アトレード企業。2021年にアパレルストア・ゼロ・ウェ
イスト認証を取得し、店内からプラスチックを限りなく
ゼロにする活動に取組んでいます。

取組を始めたきっかけ
1999年の創業の

時から、人と地球に
優しいフェアトレー
ド事業を目標にして
います。
京都大学の隣で、

小さなお店としてスタートし、アジアの天然素材を活
用した国際協力につながる手作り商品を販売し始めま
した。

特にこだわっているところは？
作り手、買い手、

売り手、社会、地球
環境の5方に優しい
5方よしを目指してい
ます。フェアトレー

ドの作り手が居るモノづくりの現場でも、その商品を
販売をしている日本でも環境を守り、末永く地球と人
が共存できる視野の広い生産体制、販売体制を工夫
し続けています。ごみをそもそも出さないゼロ・ウェ
イストを目指し、マイバッグ運動や、プラスチックフリー
の包装、廃材を活用した店舗内装など、できることを
見つけてはすぐ行動に移しています。

周りの反応は？
とても好意的に歓迎してくださっています。買い物

袋を有料化する前から、率先して裸のままの商品をマ

イバッグに入れてくださ
るお客様が多く、通販
でも、お洋服をビニール
袋に入っていない状態で
お届けしています。また、
その通販のお届け袋も、
印刷業界で廃棄された
包装紙を作業所で袋に
してもらったものを使い
始めています。ビニール
や新品の梱包でぴかぴ
かの状態で届くのが当
たり前の「通販の包装」
の法則からすると真逆
の状態ですが、お客様
には意図を酌んでいた
だき、大変好評です。

今後の目標は？
アパレルストア・ゼロ・ウェイスト認証を2021年に

いただきました。9つのチェック項目中 4つで認証さ
れました。残り5つでも認証されるよう全社的に取組
を続けていきます。例えば、シサムのお店を起点に、
お客様にゼロ・ウェイストを発信し、取組に参加でき
る仕掛けづくりもその一つです。服飾の専門学生さん
と、古くなったシサムの服をリメイクして販売したり、
メンバーズカードをオンライン化したり、楽しく、身近
な取組を探していきたいです。

天然素材でのものづくりを徹底し、店舗運営や販売活動でも
脱プラに総力を挙げて取組んでいます

シサム工房

取締役  人見とも子

有限会社 シサム工房
住所│京都市左京区北白川追分町

80-1
H P │https://sisam.jp/
電話│075-724-5677
FAX│075-707-2301

京都・大阪・兵庫
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豊岡鞄とは？
　柳行李から始ま
り、千年の歴史が
ある鞄。軽くて強い
のが特徴で、厳選
した材料を使い、厳
しい品質管理の下、
製造されています。

　また、お客様に末永く使って頂けるようにアフター
ケアにも力を入れています。

取組を始めたきっかけ
日本財団の関連の（一社）アライアンス フォ ザ ブ

ルーから海洋を汚染させている廃棄された漁網を活用
した製品を作ってほしいという依頼を受け、工業組合
10 社で取組むことになりました。
廃漁網の回収→ペレット製造→糸→布→豊岡鞄（本

組合）→消費者購入という流れの中で、販売商品の売
上の一部を上記団体に寄付し、活動資金として回って
いきます。この循環により、廃棄された漁網を少しで
も少なくするSDGｓの取組を行っています。

特にこだわっているところは？
より多くの人にこの取組を広めていくことにより、「豊

岡鞄」という地域ブランドを知ってもらおうと考えて
います。そのためにも、豊岡鞄の技術の粋を結集して
取組んでいます。各鞄メーカーが、自身の得意分野で
製造を行うことにより、バラエティー豊かな製品がで
きました。併せて、多くの企業が取組むきっかけをつ
くるとともに、組合・参加している企業の利益でなく、
鞄を手に取って頂いた
方々に広く海洋汚染
問題の重要性を知っ
てもらうことが大切だ
と考えています。

周りの反応は？
廃漁網を活用した「豊岡鞄」は令和 3年10月1日

に販売を開始しましたが、第1次生産商品のほとんど

が品切れ状態となっており、生産待ちの状況です。関
係する10 社は、第2次生産に入っています。（一社）
アライアンス フォ ザ ブルーが多くのメディアを通して
PRしていただいており、関心が高いと感じています。

今後の目標は？
商品生産が一過性にならないよう長期の人気商品

として定着させたいと思っています。そのため、現在
2色の生地（ナイロン）に加え、他の色での商品開発
にも取組んでいこうと考えています。

廃漁網を鞄に再生した、海にやさしい究極のアップサイクル

FILE_2_ 工業組合

豊岡鞄（兵庫県鞄工業組合）

豊岡鞄（兵庫県鞄工業組合）
住所│兵庫県豊岡市大磯町1-79　じばさんビル 4F
H P │https://toyooka-kaban.jp/
電話│0796-23-7833
FAX│0796-24-2697

漁 網 ペレット 糸 布 製 品

兵庫



関西広域連合  プラスチックごみ削減

3

斗々屋とは？
全国にゼロ・ウェイスト（ごみが出ない）「量り売り」

を広めることを目的として、2021年には、日本初のご
みゼロなスーパーマーケットを京都にオープンしました。
個包装だけではなく仕入れ段階から使い捨てを極

力減らし、オーガニックやフェアトレードの商品を販売
しているお店です。

取組を始めたきっかけ
2019年にはじめて

小売りにチャレンジ。
全ての食材を量り売り
で買えるような、ごみが出ないお店をモデルショップ
としてオープンしてからは、国分寺と京都にてお店を
運営しています。京都店は日本初のごみが出ないゼロ・
ウェイストなスーパーマーケットで、700品目ほどの商
品が買えます。水や土を汚染しないオーガニック農法
で育った食材を、地球環境に悪影響を与えない形で
販売するためには、1店舗ではなく、小売のシステム
全体が変化しないといけないと思っています。

特にこだわっているところは？
量り売りも昔は当たり前だった販売方法ですが、今

となっては、珍しい形態です。そのため、お客様との
コミュニケーションを密にすることには、こだわってい
ます。また、斗々屋の2店舗だけでは意味がありませ
ん。ですので、斗々屋はノウハウをどんどんシェアす
るため、量り売りのお店を始めてみたいという方を対
象にオンラインの講座を展開したり、実際お店に立つ

とどのようなことが
大事なのかを体験い
ただける店舗研修を
行ったり、2022 年
からは企業や自治体
向けのコンサルティ

ング事業も本格的に始まります。斗々屋だけでは限界
があるので、ムーブメントを加速させるために、さま
ざまなステークホルダーが力を合わせて協力すること
にこだわっています。

周りの反応は？
ゼロ・ウェイストなコミュニティや、そしてそれ以外

美味しい食材を求める方やお店の近くにお住まいの方
から多くのサポートをいただいています。オンライン
でも、このような活動をされている国内外のファンの
方に応援のメッセージをいただいています。できるだ
け多くの方が、生活圏内で無理なくごみが出ない買い
物ができるようになるために、広めていきたいです。

今後の目標は？
より多くの方々と力

を合わせて、本質的な、
循環型ビジネスと社会
システムを目指します。
量り売りをする行為は
環境に優しいだけでは
なく、自分が必要な分
の食材を大事に長く使
う容器に入れるという
流れ自体が生活と心を
豊かにしてくれるということをぜひご体験いただけれ
ばと思います。

ごみの出ない量り売りを全国に広める活動をしている斗々屋

FILE_3_ 小売・卸売業

株式会社斗々屋

株式会社斗々屋
住所│〒602-0862 京都府京都市上京区出水町

252番地大澤事務所本社ビル1F
H P │https://totoya-zerowaste.com/
SNS│インスタグラム

totoya_kyoto / nue.by.totoya
電話│075-221-8282

京都
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無印良品とは？
無印良品のものづくりの基本と

なる考え方として、環境・社会に
配慮した 3つの視点、①素材の
選択、②工程の点検、③包装の簡略化、を守りなが
ら商品をつくり続け、地球環境や生産者に配慮した素
材を選び、すべての工程において無駄を省き、本当に
必要なものを本当に必要なかたちで実質本位のものづ
くりを行い、お客様に提供することを目指しています。

取組を始めたきっかけ
無印良品のものづく

りの基本となる考え方
は、1980年のブランド
創生以来変わっていま
せん。プラスチックごみ削減の観点では、2021年の
4月に飲料全般のボトルを循環型資源であるアルミ素
材に切り替えることに着手しました。そして、「飲料水」
をきっかけにお客様と一緒に環境や健康について考え
る「水プロジェクト」を通じた活動も推進しています。

特にこだわっているところは？
プラスチックごみ削減の一環として力を入れている

こととして、無印良品の店内に給水機を設置して、お
客様に無料で給水頂けるサービスを2020年 7月にス
タートしました。2021年の11月末時点で国内 334店
舗まで広がり" 水 "を起点とした取組を推進していま
す。自分で繰り返し水を詰め替えることのできるボト
ルも販売しており、また「給水」を日常生活に楽しく
取り入れられるように、給水したことによるCO² 削減
量が分かる「水」アプリも導入しています。最終的に
プラスチックごみ削減の一環として、PET素材の回収
リサイクルもおこなっており、使い終わった無印良品
の化粧水や乳液のボトル、水のボトルが万一破損して
しまった場合や買い替えのタイミングで空のボトルを

無印良品の店頭へお持ち
いただいております。回
収したボトルはポリエステ
ル原料にリサイクルするこ
とで、プラスチックごみを
削減し、石油由来原料の有効活用につなげます。

周りの反応は？
店舗へご来店頂いた際

に習慣として水を給水さ
れる様子や、近くの会社
など勤め先の方が休憩中に給水される様子が日々み
られています。ご利用されるお客様からも無料で利用
できることで感謝のお言葉を頂いており、地域のお役
に立てている実感があります。

今後の目標は？
無印良品では衣生食の生活の基本領域において、

品質と意味を磨き続けて商品を適正価格で提供するこ
と、また、それぞれの店舗がその地域の活性化に取
組む個店経営を推進することで、「感じ良い暮らしと社
会」の実現を目指しています。無印良品はモノをつくり、
モノを売る立場として、役割を終えたモノたちの行く
末を考えています。長年ご愛用いただいた無印良品の
商品を、店頭にて回収。その上で、無理・無駄の少な
いリサイクルや、先人の知恵を生かしたリユースをご提
案しています。自然とのより良い関係を考え、地球資
源の循環化および廃棄物削減を目指して、できること
から取組を進めています。

商いを通じてプラスチックごみ削減に貢献する

FILE_4_ 小売業

無印良品（株式会社良品計画）

無印良品（株式会社良品計画）
住所│〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3
H P │https://www.muji.com/jp/
電話│0120-14-6404

全域
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FILE_5_教育機関

関西学院大学神戸三田キャンパス

大学・学生・企業の三方よしで取組んだプラスチックごみ削減システム

関西学院大学 神戸三田キャンパスとは？
2021年に理工

学部を再編し、理・
工・生命環境・建
築学部を開設。総
合政策学部をあわ
せた5学部で、蓄

積された教育・研究成果を活用してSDGs 推進の旗
手となる人材を育成し、持続可能な社会の実現に貢献
することを目指しています。

取組を始めたきっかけ
本学が設置するSDGs 推進本部において、神戸三

田キャンパス（KSC）での取組はキャンパス全体を対象
とし、年間約27万本を排出しているペットボトルごみ
を減らすことに決まりました。10万本削減を目指し、
サスティナブルな取組になるよう企業と連携してKSC
に通う学生限定のオリジナル・マイボトルの導入を決
定。開発段階から学生が参加し、プロモーションも
学生が企画しました。「自分たちの力で達成する！」と
いう高いモチベーションでペットボトルごみ削減の取
組を開始しました。

特にこだわっているところは？
ボトルはスノーピーク社製で、高品質であることに

加え、永久保証によりボトル自体をごみにせず、長期
間の利用ができます。また、本学オリジナルデザイン
が学生に特別感を持ってもらっています。さらに、学
生のキャリア形成をサポートする会員制カフェ「知る

カフェ」を展開する㈱エンリッションと連携し、こ
のボトルを持参すればドリンクが無料で提供される
「BiZCAFE」をキャンパス内にオープンし、学生のボ
トル所有率の促進・ペットボトルごみ排出削減を実現
することができました。

周りの反応は？
ボトルは有償で購入しなければなりませんが、趣旨、

コンセプトに賛同する学生が多く、2021年11月末現
在で KSC学生 5,888
人のうちの半数弱がボ
トルを所有しています。
環境保護や SDGs 推
進にムリせず、気軽に
参加できていると感じ
ています。

今後の目標は？
この取組を通して、

ペットボトル飲料の購
入を「悪」と考えるの
ではなく、リサイクルなど「ごみ」にならないよう取り
扱うことの意識を持ち、日常生活の中で気軽に始めら
れる環境保護活動がたくさんあることに気づき、卒業
後もその意識を持ち続ける学生を増やしたいと考えて
います。また、今後はボトルの購入対象を学生限定か
ら教職員や卒業生にも広げ、関西学院大学から社会へ
「ペットボトルごみ排出削減」の意識を広めたいです。

関西学院大学 神戸三田キャンパス
住所│兵庫県三田市学園 2丁目1番地
業種│教育機関
H P │https://www.kwansei.ac.jp/index.html
電話│079-565-7600
FAX│079-565-7929

兵庫



関西広域連合  プラスチックごみ削減

6

FILE_6_ 学生団体

エコ～るど京大とは？
京都大学の学部生、院生と教職員で構成された団

体です。環境負荷を低減する「持続可能なキャンパス」
を実現するために、多様な視点から環境問題につい
て考えると同時に、学内に留まらず地域の方々を巻き
込みながら行動を起こすことを目指しています。具体
的には、マイボトルを持って踊る、「マイボトルダンス」
の動画配信や「＃かばんの中のプラ」というSNSでハッ
シュタグを付けた広報など、環境に関わる啓発活動に
取組んでいます。

取組を始めたきっかけ
マイボトルダンスに関

してはマイボトルを持って
ダンスをしたら面白いの
ではないかと、友だちと
おしゃべりしながらふと
口にしたことがきっかけ
です。マイボトルダンス
以外の様々な取組も同様
に思いついたことを周りの

人にちょっとシェアしてみて、そこから他の人のアイデ
アに発展したり、ご協力に結びついたりしながら、少
しずつ、より多くの人へつながっていきました。

特にこだわっているところは？
マイボトルダンスは「マイボトルを持とう」ではなく

「マイボトルを持って始まる一日が楽しみだ！」という

呼びかけであり、かばんの
中のプラは「まずは知るこ
とから」を念頭においたプ
ロジェクトです。プラスチッ
クは全部だめというのでは
なく、目の前にはどんな暮
らし・環境があるのかを考
えることがまずは大切ではないかと思います。

周りの反応は？
マイボトルダンスを見てくださった方からは「マイボ

トルを持っている」とか「途中で中身がなくなった時
が不便だ」等、かばんの中のプラに参加してくださっ
た方からは「自分の持ち歩くものを見直すきっかけに
なった」等様々な声をいただきました。ダンスやかば
んといった何気ない毎日のひとコマとプラスチックが
結びつく中で「今日よりもちょっといい明日」が生まれ
てくるのではないかと思います。

今後の目標は？
どういったことが問題なのか、何がだれにとって不

快なのか、を見失わないようにしたいと思います。自
分の行動はすべて自分の責任であり、誰かに届くかも
しれないし届かないかもしれないものです。同時に他
人の行動はその人の責任であり機械のように動かせる
ものでは決してありません。だからこそ私たちは自分
がしたいことでありできることであるダンスを続け、自
分たちの信ずるものを訴えようと思います。

まずは目の前のことを大切に、だからこそ重要なプラスチック問題

京都大学 エコ～るど京大

京都大学 エコ～るど京大
住所│京都市左京区吉田本町

京都大学環境科学センター内
H P │https://eco.kyoto-u.ac.jp/

京都
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FILE_7_ 宿泊業

"HOTEL WHY"とは？
　日本で初めて「ゼロ・ウェイス
ト」を宣言した徳島県上勝町に
ある宿泊施設。宿泊を通じて上
勝町の暮らしを体感し、日々のごみを見つめなおすきっ
かけにできる施設です。

取組を始めたきっかけ
2020年5月、上勝町ゼロ・ウェイストセンターに併

設する形で当宿泊施設がオープンしました。開業時か
ら"ゼロ・ウェイストアクション "をコンセプトに、ご
宿泊を通じて、日々のごみを見つめなおすヒントを探
していただけるようになっております。

特にこだわっているところは？
プラスチックごみ削減

のため、歯ブラシなど
の使い捨てアメニティの
提供はしておりません。
また、チェックイン時に
上勝町が行っているご
みの 45分別について解
説しております。さらに、
チェックアウト時に同じ
敷地内にある「ゴミス
テーション」にて、滞在
中に出たごみを45分別
するごみ捨て体験にご
参加いただけます。

周りの反応は？
プラマークの意味（予め生産者が処分料を払ってい

ること）やプラマークが付いていても汚れがついてい
る場合には別分類（廃プラ）となり、生産者が払った
処分料が使えないことに驚かれます。
また、再資源化と処分料軽減のため、ごみを洗っ

て持ってくる上勝町民の姿も印象的なようです。

今後の目標は？
ひとりでも多くのお客様に普段何気なく出している

ごみについて考えてもらうきっかけ作りが出来ればと
考えております。また、出したごみをどうやって分別す
るかだけではなく、そもそもごみを出さないようにす
るため、環境に配慮した容器包装や量り売りなど商品
購入時の意識を変えていただきたいという思いがあり
ます。

宿泊を通じて日々のごみを見つめなおすきっかけに

ゼロ・ウェイストアクションホテル
" HOTEL WHY "

ゼロ・ウェイストアクションホテル
"HOTEL WHY"
住所│徳島県勝浦郡上勝町大字福原字下日浦 7-2
H P │https://why-kamikatsu.jp
電話│080-2989-1533

Transit General Offi ce Inc. SATOSHI MATSUO

徳島
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CAFÉ REEDとは？
滋賀県草津市の烏丸半島にある滋賀県初の脱プラ

カフェ。メニューに工夫を凝らし、おいしい飲み物を
提供することはもちろんのこと、地産地消食材や自家
製フォカッチャを使用したパニーニやSNS映えする糸
氷、トゥンカロンなどで話題のカフェです。

取組を始めたきっかけ
カフェを始めるにあたり、社会的に意義のある取

組をしたいと考えて2020年12月にオープンしました。
名前もREED＝葦で、琵琶湖に多く自生する葦から、
倒れてもやがて起き上がり上を目指す粘り強い生命力
と同じように、粘り強く、琵琶湖の環境や海洋プラス
チックごみ問題への取組をしたいと考えてこの店名に
しました。

特にこだわっているところは？
カップ・ふた・ストロー 

・スプーン・マドラーを
紙製品か木製にしてい
ます。特にふたは紙製
でこだわっています。プ

ラスチックのふたとの違いで、環境を意識して頂けれ
ばと考えています。
マイボトルでのテイクアウトももちろんOKです。（ド

リンクメニュー全てに対応）
また、お店の看板メニュー「トゥンカロン」は、保

冷バッグでの持ち帰りを推奨しています。

周りの反応は？
脱プラでの飲料提供なども、皆さん違和感なく使っ

て頂いています。大学生がゼミの課題でお店を取材し
て頂いたり、新聞・ラジオの取材を通して中高年層の
方々にもお越し頂き、幅広い世代に興味を持って頂い
ていると実感しています。

また、紙製品を扱う企業の方々から、様々なご提
案を頂きながらコスト削減にも着手し始めています。

今後の目標は？
脱プラを前面に出すわけではなく、自然に飲食頂い

たお客様が「おいしい」と言ってリピートして頂けるお
店を目指しています。その中で少しでも脱プラ（環境）
意識を持って欲しいと考えています。
また、当店の噂を聞いて、真似をして頂けるような

社会の流れを作るのが理想です。

休日のひと時に自分へのご褒美と環境への思いやり

FILE_8_ 飲食業

CAFÉ　REED

CAFÉ　REED
住所│滋賀県草津市下物町1091　烏丸半島内
H P │https://www.cafereed.jp/
電話│077-596-3980
FAX│077-596-3980

営業時間│
平日11:00 ～16:00
土日祝：10:00 ～17:00

定休日│
月曜定休（冬季は火曜日も休み）

ペット同伴での来店可
ストアマネージャー
小佐秀和

滋賀
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大洋化学とは？
プラスチック製品を成形・加工する企業。麻雀牌、

麻雀卓の生産は日本一を誇っています。リサイクル製
品の生産にも取組んでおり、大手ハンバーガーチェー
ンのトレーも大洋化学のペットボトルリサイクル製品
の一つです。

取組を始めたきっかけ
元々、弊社は麻雀牌やサイコロの原料となるユリア

樹脂の製造をしており、製造過程で必要となるパルプ
材の代用として、地元の小中学校で回収される古新
聞をリサイクル材として購入させていただいておりまし
た。しかしユリア樹脂の需要が減少したことと、製造
プラントを海外に移転させたことで、古新聞を使用し
なくなりました。その後、地域の取組として小中学校
で家庭内から出るペットボトルの収集をしていただく
ことになりました。

特にこだわっているところは？
ペットボトルの中をキレイに洗浄し、キャップ、リ

ング、ラベルを外した状態のボトルを購入したいため、
小中学校を訪問し、ペットボトルの洗浄、リングの切
り方を指導しています。同時に、リサイクルの大切さ
を小中学生に話しています。また環境活動を推進する
企業として、弊社の見学依頼も積極的にお受けしてい
ます。

周りの反応は？
今まで、小型プラスチックごみとして扱わていたペッ

トボトルが、資源としてリサイクルされることを市民の
方々に知って頂くことが出来つつあり、ペットボトルの
回収量が年々増加傾向にあります。 これにより、グ
レードの高い再生ペット樹脂（R-PETレジン）、高品
質なR-PET成形品（マ
グカップ、皿、椀、カ
トラリー）を製造・販
売することが出来てい
ると思います。

今後の目標は？
ごみ処理を行う清掃センターの経費削減に協力し

つつ、今以上に市民、郡民の皆さんにリサイクルの有
効性を啓蒙しなが
ら、弊社の経済活
動を積極的に推し
進めたいと考えて
います。

FILE_9_プラスチック成形加工業

大洋化学株式会社

飲み終えたペットボトルを小中学校、高等学校で収集。
その後再生プラスチック製品にリサイクル。

大洋化学株式会社
住所│和歌山県御坊市島 584
H P │http://www.taiyo-chemicals.co.jp
電話│0738-22-3551
FAX│0738-22-3553

和歌山
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アイカサとは？
好きな時に借りられて、

どこでも返すことができ
る、日本初、No1傘のシェ
アリングサービス。傘を
捨てないシステムを作り出
し、「雨の日を快適にハッ
ピーに」を目指しています。

取組を始めたきっかけ
アイカサの立ち上げは、

代表の丸川が2017年頃
マレーシアに留学している
時に体験したシェアリン
グサービスとの出会いが
きっかけでした。遊休資
産を活用したり、大量生
産大量消費の代わりに限られた資源で豊かに暮らす
シェアリングサービスは、とても社会性が高いビジネ
スですが、日本ではまだあまり普及していませんでし
た。丸川は、雨の多い日本で何度も突然の雨に傘が
なく困った経験があったので「傘のシェアリングサー
ビスが欲しい！」と思い「3方よしで誰もやっていない
なら自分でやろう！」と決意し、マレーシアから帰国し
2018 年にアイカサを始めました。

特にこだわっているところは？
安価な使い捨ての傘は壊れやすくごみになったり大

事にされない課題があったため、アイカサでは丈夫で
壊れにくい傘を採用しています。また、ユーザーの利
便性向上のために駅や商業施設など設置のハードルは
高いが利用機会が多い場所への設置にこだわっていま
す。さらに利用料を抑えるために傘を広告面と捉える
ことで協賛企業を集めデザイン性の高い傘を作りその
分利用料を抑えています。

周りの反応は？
利用したことがあるお客

様に対し、アイカサが独自
で行ったアンケートでは約
99%がまた利用したいと回
答し、実際に利用したほとんどのお客様から今後も利
用していきたいと高い評価を得ました。また、事業の
成長率との高い相関があると言われるNPS®（ネット
プロモータースコア）での「アイカサを友人知人へ紹
介する可能性はどのくらいですか？」との問いでは多く
の方が紹介したいと評価し、高い顧客ロイヤリティを
実現しています。この様に高い評価を実現したサービ
スを提供できたことにより、これまでの3年間で、ア
プリ登録者数 22万超、設置エリア11都府県、設置
スポット約 900箇所を超えるまでに拡大しています。

今後の目標は？
アイカサはこれからの未来をより良くするためにこ

の事業を運営しています。特に今、すべての人が目指
すSDGsの達成に向けてアイカサではSDGs12（つく
る責任、つかう責任）、SDGs13（気候変動に具体的
な対策を）を軸に雨の日を快適にすることで、日本を
元気にしていき、アイカサがあることで、一人一人が行
きたい場所で過ごしたい時間を過ごせるよう1日100
万人がアイカサを利用できるよう目指していきます。そ
して、世界ワースト一位のビニール傘消費をゼロにし、
日本から無駄な傘の使い捨てを無くし、クリーンで循
環型の社会づくりに邁進してまいります。

傘のシェアリングサービスで使い捨て傘のごみ削減

FILE_10_ シェアリングサービス

アイカサ（株式会社Nature Innovation Group）

アイカサ
（株式会社Nature Innovation Group）

住所│東京都渋谷区代々木三丁目
1-10 代々木中央ビル 402

H P │https://www.i-kasa.com/
メール│ info@i-kasa.com
FAX│03-4330-1994

代表  丸川照司

大阪・兵庫



関西広域連合では、使い捨て容器の削減を目指して、マイボトルの推進に
取組んでいます。最近では、マイボトルに飲料を提供していただけるカフェな
ども多くなりましたし、中には割引サービスを受けることができるお店もあり
ます。また、マイボトルに無料で水を給水できるスポットも増えてきました。
関西広域連合では、外出先でもマイボトルを利用できるお店やスポットを

WEB上で検索することができるように、スマートフォンにも対応した「マイボ
トルスポットMAP」を作成し、運用しています。
皆さんも職場や学校、外出先でお気に入りのマイボトルを持ち歩くライフス

タイルを始めてみませんか。

関西プラスチックごみ削減の取組等に関するお問い合わせ
関西広域連合　広域環境保全局　循環社会推進課　TEL.077-528-3472


