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1.事業概要 

事業背景） 

 現代社会では使い捨て容器が市場の大部分を占めているが、数十年前までは飲料メーカーはリユース容器を多

く採用していた。しかし、容器の原価を抑えるためや容器の品質を保つためなどに、「安く」「軽く」「利便性の高い」を

理由に各製造会社ではリユース容器から使い捨てのワンウェイ容器へ移行した。これらワンウェイ容器を「安く」「軽く」

作ったことで原料価値は極端に低くなり、コストのかかるリサイクルを行う経済合理性が見出せないため、現代の容

器包装ゴミ問題が引き起こされたと考えている。この重大な課題に取り組むべく、またリユース容器を再度普及させ

るため、当社では新たなリユース容器による商品提供サービス「Loop」を提唱する。 

 Loop を展開させるにあたり、容器の「コスト」と「利便性」の課題の解決方法を模索した結果、コストに関しては、

低コストで使い捨て容器を作るより、従来と比べ高コストとなるものの、数十回以上リユース可能な容器を作る方が

長期的にコストを抑えられる。当社では、リユースをより容易に実現できる容器の条件（例：素材や形状など）を

メーカー側に伝達する。加えて、利便性という点に関しては、商品提供は通信販売と同じく自宅配達を採用し、空

き容器の回収に関しても、当社で消費者が使い終わった容器を回収する。以上のことにより、Loop は「コスト」と

「利便性」の課題を解決したリユースシステムとなりうる。 

 2019 年 5 月より、先行的にパリ及びニューヨーク地域にて Loop を展開しており、当プラットフォームには、現在ま

でにＰ＆Ｇ、ネスレ、ペプシコ、ユニリーバ、ザ・ボディショップ、ダノンなど各商品群の世界的な大手企業約 70 社が

参加表明しており、現在までに 200 種に登る各社の様々な商品をリユース容器にて販売している。また、世界経

済フォーラムからは公式な認定事業として称されており 2019 年から 2020 年にかけ、イギリス、カナダ、ドイツ、オー

ストラリアの各都市部でも新たに Loop を展開する。 

日本では、2020 年 10 月を目標として東京都を検証テストエリアとして展開する。 

 

下記はニューヨーク及びパリの Loop ウェブサイト 

Loop US ポータルサイト: https://loopstore.com 

Loop France ポータルサイト： https://maboutiqueloop.fr 

*上記は Internet Explore 非対応 

 

必要性） 

 昨今の世界的なプラスチック廃棄問題に次ぎ、2017 年末に中国が廃棄プラスチックの輸入を規制したことにより、

日本国内の容器包装のプラスチックごみの大部分が行き場を失った。この問題に取り組むべく、Loop は使い捨てプ

ラスチックを使用してきた各商品メーカーと共に、使い捨てプラスチック容器包装を利用しない商品提供サービスを提

唱する。 

  

https://loopstore.com/
https://maboutiqueloop.fr/
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2.先行実績について 

 先行事例として、ニューヨークとパリでは既に Loop は稼働しており、その実績として消費者に対するアンケート調査

を実施した。その結果、パリではアンケート回答者の８割強が Loop に関心を持つことが分かり、その理由として

Loop の通信販売モデルとしての利便性、金属やガラス素材のリユース容器ならではの高級感、そして従来の通信

販売では不可欠であったダンボールや緩衝材などのゴミが出ないといった点が挙げられた。 

 

図１. Loop への関心度（n = 250、パリ市） 
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3.本事業の取り組み内容 

事業内容） 

Loop という通信販売プラットフォーム上では、商品は全て使い捨て容器包装を廃し、リユース可能な耐久性が高

い容器にて提供される。当社では商品の販売配達、空容器の回収洗浄、及びプラットフォーム全体のインフラ運営

を担う。各商品メーカーは商品の充填を行い、当社に商品を卸す位置付けとなる。消費者は Loop のウェブサイト、

またはメーカーの Loop 専用ページより商品の購入が可能となり、将来的には小売店と連携しての商品販売も視

野に入れている。購入された商品は Loop 専用のバッグ（リユース前提）にて梱包及び配達され、同じバッグに使

い終わった容器は入れられ、回収される。回収された容器は形状や商品毎に分けられ、殺菌洗浄された後に再度

充填のため、メーカーへ送られる。日本では、2020 年 10 月を目標として東京都を検証テストエリアとして展開す

る。 

 

本事業の実施体制 

 以下、Loop システムにおける、商品の流れ、及び各社が負担する役割を記載する。 

 

図 2. 本事業の事業体制 

 

 

 

 

東京都

物流会社

容器メーカー
・東洋製罐
・⽇本⼭村硝⼦

容器開発に関する連携 ・費⽤の⼀部を負担
・助⾔ 等

消費財メーカー
・サントリー⾷品インターナショナル
・P&Gジャパン
・ロッテ

*他のメーカーとの商談も随時進⾏

Loop参画

東京都との共同実施（ 2019年度）
Loop東京展開の準備

①容器の洗浄テスト（ トベ商事と連携）
②コンシューマーインサイト調査
③リユース容器の意義に関する普及啓発
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図 3. Loop システムの商品の流れ 

 

 

上記のシステムを実現するため、各社参画メーカーと共に、製品を準備している。2019 年 12 月時点でイオンリテ

ール株式会社、味の素株式会社、株式会社資生堂、キリンビール株式会社、サントリー食品インターナショナル株

式会社、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社、株式会社ロッテ、株式会社 I-ne、江崎グリコ株式会社、

キャノン株式会社、ユニ・チャーム株式会社、キッコーマン株式会社、大塚製薬株式会社、エステー株式会社が参

画を表明しており、その他の各メーカーとの商談も進んでおり、参画企業が増えている。 

具体的に実施する事業については、当社にてリユース容器として循環しうる耐久性を持つ容器の開発、容器の耐

久性及び洗浄テストを実施する。また、並行して物流経路の確保や、ウェブサイト作成を行う。 

令和 2 年度に通信販売モデルとして、公式ウェブサイト立ち上げおよび 5000 世帯を対象としたサービスローンチ

を行い、同時期にはパートナー企業のイオンリテール株式会社の東京都内の店舗で検証テスト展開を始める。 

 

  

④商品受取

⑨洗浄

②受注・発送

仕組み

⑥倉庫へ輸送

③配送

⑦検品・仕分け

①Loopサイトに
登録→注⽂

⑧洗浄施設へ輸送

⑩メーカーへ輸送

お客様

LOOP倉庫

メーカー⼯場

LOOP提携先洗浄施設

LOOP提携先運送会社

⑫商品を
倉庫へ輸送

商品

⑪容器
に製品を充填

Loop容器

⑤容器返却
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4.令和元年度の事業内容） 

1.エコプロ 2019 出展 

 Loop の都内展開の発表の場として、当社はエコプロ 2019 に出展した。各企業はあくまで Loop の参加者であ

り、ブース自体の出展者は東京都及び当社とした。この出展形式については、出展した企業が企業規模や取引状

況に変わらず、企業間の公平性を保つことで、多くの Loop プラットフォーム参画を同意していただいた企業の出展

を促進できたと考えている。 

 また、Loop プラットフォームで展開を想定した商品展示に加え、エコプロの特設ステージでは、参画企業によるセミ

ナーを開催した。小池都知事にもご登壇いただき、Loop の紹介だけでなく、循環型社会やリユース容器の重要性

についてご講演いただいた。 

 

下記スケジュールで、展示ブースでは商品展示とミニセミナーに加え、特設ステージでもセミナーを実施した。 

 12 月 5 日〜12 月７日：ブース展示およびミニセミナー 

 12 月 6 日午前 10:20~11:20：特設ステージにてセミナー開催 

 

 

 

画像１：出展ブース全体 

 

 Loop の都内展開の発表の場として、エコプロ 2019 が最適と考え、出展は東京都と当社にて合同出展を行い、

ブース内には参画企業各社の Loop 商品を陳列する形で展開した。 
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画像 2：Loop システムの説明展示ブース 

 

Loop システムの説明ブースとしてシステムの概要と実際にすでにアメリカで展開されているメーカー容器やお客様の

元に提供する際に使用するトートバックを展示することで Loop システムの仕組みや商品ライナップを視覚的に来場

者の方々に見ていただくことで具体的な利用イメージを持ってもらった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

画像３：食品関連の容器試作品の展示 

 

画像４：日用品関連の容器試作品の展示 

 

 

LOOP ブースでは各メーカーの容器試作品を展示し、各メーカーは展示ブースにて来場者から LOOP システムへの

意見や試作品に対する Feedback を得ることができた。そうした Feedback は LOOP システムに参画する意義や

目的を明確化するきっかけになっている。 

 さらには展示ブースの一角では実際にメーカーによるミニセミナーを実施した。 
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加えて、小売店のパートーナー企業としてイオンリテール株式会社にも参画いただき、展示とミニセミナーの実施を

通じて、小売視点での取り組み意義や展開について、ご説明いただいた。 

 

画像５：使い捨て資源の削減に向けて by イオンリテール株式会社 森清部長 

 

 

 

 

[来場者からの Feedback] 

・Loop はリユースすることをちゃんとサービス化したことが素晴らしいと思った。日本の家庭で当たり前に使える時代に

なると良いと思った。（50 代男性） 

・今まで使って捨てていたものがリユースできるのはとても良いことだと思った。イオンとも連携しているので使っていきた

いと思った。（10 代男性） 

・ぜひ使ってみたい。リピートしてもらいやすいシステムがあれば、継続的に使えそうだと思った。（30 代女性） 

・容器のデザインがかわいいので消費者に浸透しやすそう。使い捨てのものが多いけど、ものを捨てなくていいというの

が地球環境にもすごく良いと思った。（20 代女性） 
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[参画企業からの Feedback] 

・当社ブースには 1.5 分に 1 人のペースでお立ち寄り頂き、LOOP 自体のブースも多数の来場者が訪れ、生活者

の高い関心を確認でき、男性、女性問わず、若い年齢層からはブランド名を控えた今までにないデザイン（循環イ

メージのアイコン、形状、ステンレスの質感）の容器の評価が高かった。 

一方、調理をする機会が多いと思われる方からは、残量の確認、品質面での安心感といった機能的な観点から、

中身が見える形態を支持する声が多くみられた。 

Loop ステージでの当社プレゼンテーションにも多数の聴衆が集まり、Loop を通した新しい価値創造に共感の声を

多数頂いた。 (味の素株式会社) 

 

・若い人に「あ、BOTANIST だ」とつぶやいて去って行かれる方が多く、エコなイメージを持ってもらえた。一方で、ステ

ンレス容器で中身が見えないなど製品のフィードバックもいただきつつも、取り組みに期待する声が多かった。 

参加を決めてから 1 年も経たないうちに、この取り組みに賛同する素晴らしいパートナー企業様が続々と増え、東

京都のご支援もいただき来年秋よりサービス開始できることを大変嬉しく思った。いち企業の力だけでは叶えられない

持続可能な社会への取り組みを、パートナー企業一丸となって盛り上げ、日本に広く普及させたいと考えている。

（株式会社 I-ne） 

 

・多数の方よりボトルデザインがかわいい。ボトルだけ買っちゃいそうとの意見やインクボトルをループさせるのは良い考

え、ボトルユースの方がリサイクルより良いとのご意見をいただいた。 

 一方でデザインが可愛過ぎて、子供の飲用リスクがありそうとのご意見をいただいた。（キャノン株式会社） 

 

・リユースに関する意識が高まっているのを感じた。「Loop」に賛同し、今後、Loop に対応する製品化の実現を目

指していく考えである。（エステー株式会社） 

 

特設ステージでのセミナー） 

画像６：2050 年ゼロエミッションと持続可能な資源利用を目指して by 東京都 小池都知事 
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画像７：当社 LOOP より、CEO トム・ザッキー(左)、APAC GM エリック・カワバタのセミナー 

 

 

 

メディア等への影響度） 

図４：来場者数 

 

 

図５：来場者業種別割合 

 

製造業者や仕事としての来場だけでなく、学生や個人的な興味での来場も高い割合で存在し、“持続可能な社

会の実現“に対する関心度の高まりがうかがえる。 
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図６：出展者の環境対策についての印象 

 

図３〜図５は引用：第 21 回エコプロ 2019 報告書 

 

図７：時系列別メディア記事数の推移 
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図８：Loop 関連記事の媒体種別 

 

2019 年１月から 2020 年 3 月初めまでに 83 記事が確認され、そのうち 31％がエコプロ関連の内容であり、

12 月のエコプロ 2019 での展開以降、メディアの注目度は一気に高まった。また媒体は一般メディアからビジネスメ

ディア、業界紙まで幅広くカバーしており、Loop へのメディアの期待値は大きいと考えられる。 

 

下記、掲載記事からのコメントを抜粋。 

・Loop の取り組みは業界を超えて広がる可能性がある（2019 年 4 月 19 日）日本経済新聞 

・プラスチックごみ対策から生まれた新しいビジネスモデルは、利便性を武器に大きく広がる可能性を秘めている。

（2019 年 6 月）日経 ESG 

・脱プラなど環境への取り組みを進めることが企業のブランド価値につながる時代（2019 年 12 月 6 日）読売新

聞 

・テラサイクルの Loop は…あらゆるステークホルダーが参加することによりゴミ問題を解決しようとするプラットフォーム

であり、サーキュラーエコノミーを生み出す持続可能な取り組みとして注目される。（2019 年 12 月 14 日）オルタ

ナ 

・とても素敵な取り組み（2020 年 2 月 24 日）ELLE 

・消費財や食品の容器という観点で捉えればさらに枠組みが拡大するポテンシャルを秘めている（2019 年 12 月

12 日）化学工業日報 

 

 

 

 エコプロを通じた東京都と Loop の連携は消費者や参画企業各社にとって、新しい価値を提案しようとしているこ

とが伝わり、東京都のスポンサーシップはプロジェクトを進めるにあたり、推進力になっている。参画企業社内では

Loop への参加はエコプロ以降、さらに力強い後押しになっている。 

また消費者や参画企業各社に対して、「安心」できる要素の一つとなっており、エコプロを起点に参画企業が増加

にもつながっている。 
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2.容器の洗浄テスト 

2020 年１月〜３月頃にトベ商事と連携し、同社が所有する洗ビン装置にて、前述のリユース容器を洗浄し、各

種容器に対する洗浄有効性や、耐久性、容器の外観への影響（傷が付きやすさなど）を調査し、対応可能な大

きさに制限があることが示唆された。さらに同時期にいくつかの参画メーカーと視察を行い、参画メーカーが検討して

いる容器サイズやデザインのすり合わせを行った。その結果、アメリカ製の機械を導入することを追加で検討することに

した。トベ商事はすでにこれまでリターナブル瓶の洗浄会社として多くの洗浄技術・知見を有している。一方で Loop

システムにおいては瓶だけではなく、さらには化粧品や洗剤等の多岐のカテゴリーにわたり、洗浄技術が複雑かつ個

別対応になることを想定し、Loop 社としても対応可能なアメリカ製の洗浄機械の追加導入を検討していく。 

そこでトベ商事のノウハウと Loop アメリカ本国の Loop 技術チームと連携を取ることで Loop システムを日本で上

市すべく、洗浄インフラの整備を行っている。洗浄インフラの整備には既存の装置では洗浄が困難と考えられる容器

や部品（ボトルのポンプ部分など）に関する設備投資も含まれている。 

また、テスト内容については、参画企業各社の容器に適した内容を打ち合わせし、洗浄テストを実施する。 

 

下記、Loop アメリカ本国での容器開発テストは耐久性の観点と洗浄性の観点の２つのフェーズに分かれている。 

<PHASE – I> 

1.容器の目視検査 

2.分解テスト 

3.振り子衝撃テスト/落下テスト 

4.トートの落下テスト 

5.化学互換性テスト 

6.耐熱テスト 

 

<PHASE – II> 

1. 出荷テスト 

2. 洗浄テスト（洗浄と乾燥を含む） 

3. 微生物検査 

4. ラベル/インクの互換性 

 

 

 

図９：洗浄機械 
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前述したエコプロでの来場者からの Feedback をもとに参画企業各社はデザイン性が高く、耐久性のある容器の

開発を繰り返している。 

 

 

3. コンシューマーインサイト調査 

新たなプラットフォームを提供していく中で消費者に受け入れられるシステムであるか等を把握し、改善していくため

に初めのステップとして日本より早くに展開されているアメリカとイギリスで消費者調査を実施し、Loop システムが消

費者からの許容度について評価を行った。（調査内容については下記で示す。） 

 今後、この評価を元に 2020 年度に日本仕様にアレンジし、実際に日本市場に受け入れられるかどうかの調査を

7-8 月頃を予定し、実施する。 

 

・Loop システムへの関心度調査 
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・価格設定および保証品制度への評価 

 

 

・Loop システムに対する評価まとめ 
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今後の課題と展望 

 2019 年 8 月の Loop Japan 立ち上げからエコプロ 2019 での展示を皮切りに参画企業の増加や新規のお問

い合わせを多数、いただいている。オフィスビルや大手ホテルチェーンなどからの問い合わせも含まれる。 

東京都とイオンリテールと Loop で連携することによって、2020 年１月には参画企業各社に都庁にお集まりいた

だき、キックオフミーティングを行い、システムおよびタイムライン、拡大スケールについて共有した。一堂に介することで

関係各所の皆様から Loop システムを日本に上市するための力強い後押しをいただくことができた。 

 一方で消費者からのご意見や調査を通じて、いくつかの課題が顕在化され、その課題に対して東京都とイオンリテ

ールおよび Loop で協業により、企画書を作成している。その課題は大きく分けて２つあると考えている。 

 

<課題１>Loop システムの消費者の理解 

 

・展開店舗の周辺でのコミュニケーションイメージ 

 

 

検証テスト店舗として東京都内のイオン 17 店舗で展開を予定しており、当該店舗の周辺の広告媒体を活用し、

Loop システムの周知を行い、消費者の関心を引くことで生活者に店舗に訪れていただけるような導線を構築する。 

 さらに下記、店舗内では Loop としての専用売り場を用意し、実際に広告を見て訪れたお客様だけでなく、普段

からの来店客へも視覚的な注視を引くことで立ち寄り率を向上させ、Loop プラットフォームへの参加者を増やしてい

く。 
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・店舗内でのコミュニケーション 

 

 

Loop 専用の売り場を設けていただくことで実際にお客様へのコミュニケーションが容易となる。 

実際には売り場には Loop システムのリーフレットや販売スタッフを設置し、その場でお客様に対して、システムを理

解していただくことでプラットフォームへの参画障壁を下げていく。 

 

＜課題２＞回収ネットワークの構築 

 

・小売店内の回収箱設置イメージ 
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・多拠点での回収 

 

 

実際に展開するイオン店舗や通信販売での回収だけではなく、行政やオフィスビル、不動産管理会社等と連携を

強めていくことで実際に、店舗で購入したお客様が使用した容器を気軽かつ簡単に返却しやすいネットワークを構築

していく。 

 

上記のそれぞれの課題を解決し、より多くの参画企業が増えていくことで持続可能な社会の実現につなげていく。 

そして、社会全体に“捨てるという概念を捨てよう”のミッションを浸透させていくことが地球環境にとって危機的なご

み問題の解決につながっていくと考える。 


