
選べば、それだけで eco

川上産業は、

地球にやさしい商品を積極的に提案し、

地球にやさしく暮らしたいと願うお客様と共に、

環境負荷の少ない製品作りに努めています。

エコ商品 2202-3000

■ 製造元

【東京本社営業所】
【名古屋本社営業所】
【札 幌 営 業 所】
【仙 台 営 業 所】
【北 関 東 営 業 所】
【高 崎 営 業 所】
【横 浜 営 業 所】
【松 本 出 張 所】
【静 岡 営 業 所】
【北 陸 営 業 所】
【滋 賀 営 業 所】
【大 阪 営 業 所】
【広 島 営 業 所】
【福 岡 営 業 所】

〒102-0076 東京都千代田区 5-６-２ ホーマットホライゾンビル４Ｆ
〒453-0818 愛知県名古屋市中村区千成通 2-50
〒065-0041 北海道札幌市東区本町 1 条 10-2-１
〒983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町 1-3-43 アクス原町ビル 103
〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央 4-9-50 第３三高ビル 2F
〒370-0886 群馬県高崎市下大島町 615
〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町 4-11-11 長者町デュオビル３Ｆ
〒390-0871 長野県松本市桐3-2-33
〒420-0054 静岡県静岡市葵区南安倍1-3-10 大成住宅ビル７Ｆ  704
〒920-0025 石川県金沢市駅西本町 3-16-33
〒523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町 560-1 洗心ビル 301
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町 4-3-5 本町サミットビル５Ｆ
〒733-0003 広島県広島市西区三篠町 2-4-22 ＮＫビル 302
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 1-22-18

TEL：03-3288-3231
TEL：052-483-1031
TEL：011-374-1980
TEL：022-292-6261
TEL：0480-53-9261
TEL：027-340-2421
TEL：045-260-2981
TEL：0263-88-5284
TEL：054-205-3121
TEL：076-222-8411
TEL：0748-32-0292
TEL：06-6245-2851
TEL：082-836-7431
TEL：092-710-5231

FAX：03-3288-3232
FAX：052-483-3351
FAX：011-374-1465
FAX：022-292-6260
FAX：0480-53-9262
FAX：027-340-2420
FAX：045-260-2980
FAX：0263-88-5285
FAX：054-205-3120
FAX：076-222-8421
FAX：0748-36-3930
FAX：06-6245-2850
FAX：082-836-7430
FAX：092-710-5230

OFFICE/営業所

■ 販売元

プチプチR、プチR、プラパールR、エコハーモニーR、ループリサイクルR、エアピロR、 グリーンプチR、くうきとともだちR、は川上産業株式会社の登録商標です。



未来に向けて、

私たちが

できること
ひとつの地球に住む私たち、これから何ができるでしょうか？

私たちはプラスチック加工業界の一員として、

より良いものづくりを目指すとともに、

ものだけでなく、

人、環境、地球、

そして守りたいという気持ち、

すべてを包みこみ、守っていきます。
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商品および取り組み
Products and Environmental Initiatives
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川上産業㈱
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bio-puti
バイオ プチ®

自然に還る
最後は
水と二酸化炭素に

社会のために、地球のために、できること

地球のくうきを主材料として使わせていただいている、
川上産業は、くうきに恩返しすることで未来を変えると
信じています。
プラスチック製品をつくる企業として社会的責任の重要
性を認識し、社員一丸となって取り組んでいます。

美しいくうきを維持するため、地球温暖化を防ぐため、
CO₂の削減に努め続けています。
ラスチックごみのゼロ化を目指し、自社製品に限らずお客
様から回収したポリオレフィン包材を原料に製品を製造
し、再びお客様の元へお届けする「ループリサイクルR」
の輪を広げています。

Color

Carbon Offset

Loop

サステナビリティ
sustainability

H₂O CO₂

ループリサイクル®

®



当社ではリサイクルについて積極的に取り組んできました。

2008年からは、従来リサイクルできなかったポリエチレン再生原料についても有効に活かせる技術開発を進め、「エ

コハーモニー®」を発売し、「ループリサイクル®」の仕組みができました。

エコハーモニー®は、今まで使途があまりなく、安価で輸出されていた色のついたポリエチレン製品の端材（未使用部

分）を回収し、再原料化し、次の新しい「プチプチ®」に生まれ変わった商品です。

ループリサイクル®は、エコハーモニー®の技術を応用したリサイクルの仕組みです。プチプチ®を使用する会社＋川上

産業＋再生原料メーカーの3社から成る、リサイクルの輪です。従来は品質管理の問題から、プチプチ®toプチプチ®は

困難でしたが、自社の使用済プチプチ®を再生して作られたプチプチ®であれば、多少見栄えがよくなくても喜んで使

っていただけるということに着目。エコハーモニー®の普及とループリサイクル®の輪を日本国内にたくさん作り環境負

荷を軽くします。

L P∞
PUTI
L P∞
PUTI Ⓡ TM

ループリサイクル®

私たちは、責任を持って自社製品を回収いたします。

　川上産業株式会社は、２００９年３月３１日付にて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の広域的
処理に関わる特例制度」である、広域認定制度の認定を取得いたしました。
　広域認定制度は廃棄物処理に関する特例で、廃棄物の減量化を推進するため、生活環境保全上の支障が無い
等、一定の要件に該当する再生利用に限って、環境大臣が認定することにより公共団体ごとの廃棄物処理業の許
可を不要とする制度です。この認定を取得することで、メーカーが自社製品に限り自治体地域を越えて廃棄物の処
理を行うことができる廃棄物処理法の特例制度です。
　製品を製造、加工、販売した製造事業者等が、その製品が廃棄物になった場合に、この制度を利用して広域的な
処理を行うことにより、当該廃棄物の減量が期待されます。また、製品の性状、構造を熟知している製造事業者等が
この制度を利用してその処理を担うことにより適正かつ高度の再生処理が期待されます。

再生原料製品

廃棄物廃棄物

メーカーユーザー 再生処理業者

あなたの会社にも梱包資材がゴミに
なっていませんか？
分別して再生することによりゴミは
資源になります。
今まで廃棄物として処理してきた費
用の削減にもつながります。

ループリサイクルⓇを行う事により
CO2 排出量が大幅に削減できます。
普通のプチプチⓇを使用するよりも
CO2発生量は約57%も削減できます。

日本は石油を輸入してプラスチック
製品を作っています。
使用後のプチプチⓇはまだ使える資
源です。
分別し、再生することにより少しで
も輸入に頼らない循環型社会を作る
事ができます。

会社が潤う 空気が潤う 日本が潤う

ループリサイクル®のメリット

� � プラごみ

ゼロ化 への取り組み

当社では自社製品に限らずお客様で使用済みとなった気泡緩衝材やポリ袋、ストレッチ
フィルムなどのポリオレフィン包材を回収しています。
回収後、分別し、再生原料メーカーで再ペレット加工を行い、再び製品としてお客様に使
用していただく「ループリサイクルR」の輪を広げ、プラスチックごみのゼロ化を目指し
ています。

回収対象によって製品化されたものが、ループプチR、ループ プラパールRになります。

各種条件確認・すり合わせが必要です。  詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせ下さい

プチプチ®、プラパール®、
ポリ袋、ストレッチフィルム等

購入
使用ユーザー様 回収

再生業者様

製造・販売
川上産業㈱

市場販売
販売店様

成型品 破砕材

関連商品

混練（破砕）
・他社 破砕材
・回収破砕材プチプチ®、

プラパール®

ループプチ®、ループプラパール®

ペレタイズ

原料完成

混練（破砕）・バージン材料
・回収破砕材

ループリサイクル®
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色

衝撃に強いタイプ

● エコハーモニー Rlight、エコハーモニー R、エコハーモニー Rstrong 色はばらつきができます。
　 エコハーモニー Rlight、エコハーモニー R、エコハーモニー Rstrong 色は色は選べません。
● 同一出荷ロットで色が変化する場合がございます。
● 加工品の場合、梱包内にばらつきが生じる場合がございます。

原反幅：1,200mm/2,400mm（H35L と H444L は 1,200mm のみ）　
原反巻長：42m　
粒径：φ10mm　粒高：3.5mm

H35L クリア H37L クリア H37 クリアH444L クリア

従来のエコハーモニーRに比べて非常に丈夫で、衝撃に強いタイプです。
機械や大型家電といった重量物の梱包のほか、床、壁の養生に最適です。
プチプチRの粒には断熱性能もあり、コンクリート養生にも最適です。

stronglight

▪Ｈ444Ｌクリア

通常のプチプチRに比べ、しなやかなエコハーモニーRですが、
さらにしなやかなタイプです。
とても扱いやすく、小さな物も楽に梱包できます。

しなやかなタイプ

lightlight

▪Ｈ35Ｌクリア

TM

TM

エコハーモニー Rの標準タイプです。
▪Ｈ37 クリア、Ｈ37Ｌクリア

スタンダードタイプ

TM

（010049） （003088） （002615）（010224）

有色の再生原料を複数ブレンドした、さわやかな色のプチプチRです。
再生原料を使用することで、CO₂の排出量を約 34％も削減できます。
丈夫なタイプもあります。
普段、 従来のプチプチRをご利用いただいているお客様にも、
安心してお使いいただけます。

有色の再生原料を使って CO2 排出量を削減

TM

　それは、国内において有色（雑色）再生原料ソースとして、圧倒的にブルー色が多いからです。
　そもそも有色（雑色）再生原料は、様々なカラーバリエーションがあるためカラーを消去できるブラックカラーが多くを占めていました。かつては「有色（雑色）＝ブラッ
クカラー（ポリエチレンゴミ袋）」となり国内でスムーズに循環の輪が出来ていましたが、ゴミ環境問題より各地方自治体で「ゴミの見える化＝透明ゴミ袋」に変化し
ていき、有色（雑色）再生原料の行き場がなくなっていきました。
　当社では「この活用されにくい " 有色（雑色）再生原料を " もっと有効につかえないだろうか」と考え、カラーにこだわらず 100％再生の製品化を目指しました。 

1. どんなカラーがあるか　2. 入手しやすいか（長期的に安定して入手できるか）　3. 価格（将来の安定性）　4. 素性（もとはどのような製品であったか） 

これらを調査し、2 年間の歳月をかけて有色（雑色）再生原料サンプルの各種入手しました。それらをカラーブレンドし、製品テストを繰り返し、最終的な製品のカラー
が緑から紫になったのです。

エコハーモニー® はなぜ青いのか？

プラスチック製品工場 プラスチック製品の端材 有色（雑色）再生原料 エコハーモニー様々なポリエチレン製品
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R 
R

※１：１本＝Ｈ37 相当品（1200mm 幅 ×42ｍ巻）　※２：１本＝Ｈ37（1200mm 幅 ×42ｍ巻）
※CO2 排出量内訳
・再生原料未使用の気泡緩衝材…原料採掘～原料精製：4.1kgCO2/本、製造時：1.1kgCO2/本、廃棄時：4.0kgCO2/本、輸送時：0.2kgCO2/本
・エコハーモニーR ……………原料採掘～原料精製：1.0kgCO2/本、製造時：1.1kgCO2/本、廃棄時：4.0kgCO2/本、輸送時：0.1kgCO2/本
 （エコハーモニーRは粒高さを低くしているため、輸送時の CO2 排出量が異なります）
※数値は JEMAI-LCA Pro ver.2.1.2 によって算出。
※使用場所、回収場所は東京 23 区内とする。
※廃棄については一般的な廃棄比率（マテリアルリサイクル…24％、サーマルリサイクル…64％、埋立て…12％）とする。

再生原料を全く使用しない気泡緩衝材１本※１の、原料採掘から製造、輸送、廃棄までで排出される CO2 は約 9.4kg。
再生原料を使用したエコハーモニーR１本※２の、原料採掘から製造、輸送、廃棄までで排出される CO2 は約 6.2kg と、
約 34％減らすことができます。
気泡緩衝材を利用するにあたり、CO2 排出量が高いのは、原料採掘～原料精製の工程と、廃棄（焼却処分）時です。
ゆえに、再生原料を使用すると、原料採掘～原料精製の工程が異なり、CO2 排出量が大幅に減るのです。

CO2 排出量を

約 34％削減！

3 層品 ２層品
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掲載商品に使用しているバイオマスプラスチックは、
全て「グリーンポリエチレン」です。
※ 各CO₂排出量削減率は、「グリーンポリエチレン」を使用することによって削減される数値です。

バイオシリーズ
バイオシリーズに使用しているバイオマスプラスチック「グリーンポリエチレン」（Braskem社）は、
主原料のサトウキビが育成段階でＣＯ２を吸収しているため、廃棄物として焼却される際の
ＣＯ２排出量の削減（カーボンオフセット）とみなすことができます。
ご使用していただくことで、非包装物を守るだけでなく、同時に環境も守ることができます。

サトウキビ由来のバイオマスプラスチック原料を使って CO2 排出量を削減

加工

バイオPEエンボス
フィルム厚み（mm）

0.03/0.05
長さ（mm）

250～450
幅（mm）

150～300
入り数（段ボール）

8,000～3,000枚

バイオじゃけん10 ＜中川製袋化工株式会社＞

■規格

グリーンポリエチレンを10%以上配合した、LLDPE規格袋です。
印刷インキを使用しない、エンボス柄のバイオマスマーク柄表示。

TM

30
5m

m

60mm60mm

90
m

m
90

m
m

【ASV3】
細かい隙間にも入る手頃な大きさです。
箱の底面にフィットする、片面フラットタイプ。

【AMX2】
ボリュームがあり、広い隙間の充填に最適です。
両面とも丸い形状で、被包装物にフィットします。

27
5m

m

12
5m

m
12

5m
m

80mm80mm

CO2排出量

5 ％約
削 減

色 原反幅（mm）

1,200

原反巻長（m）

42

84

70

銘　柄

V-#80G （ 010475 ）

V-d40LG（ 010461 ）

V-d37LG（ 010361 ）

V-#20G （ 010476 ）

Φ32

粒径（ｍｍ）

Φ10

Φ7

13

粒高（ｍｍ）

3.5

2.5
構　造

３層

２層

２層

bio-puti バイオ プチ®

バイオ プチRは、通常のプチプチRに
グリーンポリエチレンを約15％配合しています。
CO２排出量を従来より約５％削減することが可能です。

No.150019No.150019

CO2排出量

7 ％約
削 減

● 粒サイズ、粒高は金型寸法です。　● ミシン目が入っているので、お好みで切り離してお使いいただけます。

色 粒サイズ(mm)

80×125

60×90
銘　柄

AMX2 （ 000746 ）

ASV3 （ 002718 ）

粒高(mm)

35

22
包装単位（個）

約1,000

約2,350
構　造

３層

２層

空気が抜けにくく、突刺し強度が高くてとても丈夫な緩衝材です。
従来のエアピロRにグリーンポリエチレンを約15％配合しています。
CO₂排出量を従来より約7％以上削減することが可能です。
ゴミ少量化に貢献する、緩衝・充填材です。

No.170023No.170023

ミシン目付きで、１粒ずつ
手で簡単に切り取れます。

V-#80G
V-d37LG
V-d40LGV-#20G

● 透明のバイオ プチRできます、ただしバイオマークの印刷が入ります。

長さ（mm）号数
45㍑

幅（mm）フィルム厚み（mm）
0.012

45㍑厚口 0.015
70㍑カサカサタイプ

（HDPE）

ツルツルタイプ
（LDPE）

0.015

650

800

60セット

40セット

800

90070㍑厚口 0.018
90㍑ 0.018 900 30セット100090㍑厚口 0.020

45㍑エコタイプ 0.025 650 50セット800
70㍑エコタイプ 0.035
90㍑エコタイプ 0.04

800
900

30セット
20セット

900
1000

入り数（ケース）

バイオ25業務パック ＜中川製袋化工株式会社＞

■規格

グリーンポリエチレンを使用した、ポリ袋です。

No.140020

CO2排出量

5 ％約
削 減雨やホコリから大切な商品を守る、

グリーンポリエチレンを配合した、パレットカバーです。
従来品に比べてCO₂排出量を約5％抑えられます。

パレットカバー ＜NTフィルム株式会社＞

■規格

対応メッシュボックスサイズ（mm）

1,000～800用1,100～1,100用

1,200～1,100用

1,400～1,100用

1,200～1,000用

ー

規格（袋サイズ）（mm）厚み（mm）

1,150×1,150×900

1,150×1,150×1,400

1,300×1,200×900

1,450×1,150×900

1,450×1,150×1,400

1,300×1,200×1,400

No.1

No.2

No.3
0.05

No.4

No.5

No.6

入り数 対応パレットサイズ（mm）

50枚

40枚

50枚

40枚

50枚

40枚

角を落としているので、
ピッタリフィット！

上から見た状態上から見た状態

各種パレット、
メッシュボックスに対応

No.190217

No.190144

LLDPE=直鎖状低密度ポリエチレン



Kawakami Sangyo Co.Ltd.09 Kawakami Sangyo Co.Ltd. 10

ウッドプラスチック
さらに環境負荷低減を考えた素材

■パレットＴ11型
仕　様：両面・二方差
サイズ：1,100×1,100×144mm
耐荷重：1.25t
静荷重：5ｔ

裏面

■パレットＴ11型片面
仕　様：片面・二方差
サイズ：1,100×1,100×144mm
耐荷重：1.25t
静荷重：5ｔ

■パレットＴ12型ＳＰ
仕　様：両面・二方差
　　　　サポーター対応可（１２０mm、150mm）
サイズ：1,200×1,000×130mm
耐荷重：1.25t 
静荷重：5ｔ

※冷凍倉庫業界標準サイズ

■パレットＴ12型
仕　様：両面・二方差
サイズ：1,200×1,000×130mm
耐荷重：1.25t
静荷重：5ｔ

※冷凍倉庫業界標準サイズ

ウッドプラスチック製 パレット

木材とプラスチックを合わせたウッドプラスチックを使用することで、ささくれ、カビ、腐食の心配がなく、
プラスチック製よりも積載荷重に対する剛性が高く、温度変化に強いパレットができました。

木製、プラスチック製、両方の弱点を解決！！

CO2排出量

7 ％約
削 減＜株式会社ウッドプラスチックテクノロジー＞

従来、燃料用に使用されていた住宅用製材工場の副産物“木質繊維”を
マテリアルとして高度利用することにより、製品使用中、二酸化炭素を地上に固定します。
グリーンポリエチレンと混合することで、環境負荷をさらに低減した環境にやさしい素材です。

木質繊維 グリーンポリエチレン ウッドプラスチック

完全生分解性があり、不燃ごみとして埋め立てた後、
土中で水と炭酸ガスにまで分解されます。
地中の生態系にも配慮した、環境対応包材です。

※ 食品に直接触れる用途でのご使用はご遠慮ください。 
※ 生分解性プラスチックは高温多湿状態で分解が促進されます。 
　 高温多湿を避けた場所に保管し、長期保管は避けてください。
● 埋め立て後、充分な酸素と好気性菌が存在すれば数ヶ月で減容化します。

■規格

銘　柄 原反幅 (mm) 原反巻長 (m) 粒径 / 粒高 (mm) 色構造

Φ10 / 3.52 層G38N （010835） 1,200

本製品は可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。 高温・直射日光下での長期間の保管・ご使用はおさけください。
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生分解性プチR

プチプチⓇ・プラパールⓇも、環境にやさしい包材です。
くうきシート「プチプチR」はポリエチレン製、プチプチ構造の板、「プラパールR」はポリプロピレン製です。
どちらもリサイクル可能な素材です。
ポリエチレンやポリプロピレンは、燃やされることがあっても、有害物質は発生しません。完全燃焼
すれば水と二酸化炭素になります。

川上産業のプラスチック製品は再生原料を使用しています。再生原料使用率も８０％を下回ることは
ありません。川上産業は多くの再生原料を活用し、循環型社会を形成しています。

再生原料を80％以上使用しています。※2020年の当社全体実績（平均値） によるものです

実は…

リサイクル

OK！

●ポリエチレンを再加工した際に生じるにおいが製品に残っている
　場合があります。
●保管の際には直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所には置
　かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等
　が起こる場合があります。
●可燃物ですので、火気のそばでの保管・ご使用はおやめください。

※パッケージデザインは変わる事があります。

容量

20L
45L
70L
90L

サイズ

500×600mm
650×800mm
800×900mm
900×1000mm

厚さ

0.03mm
0.03mm
0.04mm
0.05mm

入数（1ケース）

20枚×30冊
10枚×60冊
10枚×30冊
10枚×25冊

色

半透明

材質

再生ポリエチレン
（非食品用）

再生原料１００％ でできた
地球にやさしい
リ サ イク ル ポ リ 袋 丈夫で破れにくい！

※

※添加剤が数％含まれています

CO2排出量

80 ％約
削 減

グリーンプチR土壌分解テスト

テスト前 6ヵ月後
分解が目視でも確認

12ヵ月後
ほぼ半分の分解を確認

24ヵ月後
破片が２～３ｍｍ以下

生分解性プラスチックでできたプチプチRです。

グリーンプチRREは、生分解性プチRと、改名しました。

®
H2O

微生物の力で 分解・消化

連結用穴あり

ウッドプラスチック製 Ｗボード

輸送費の大幅削減。
少人数、短時間で設営可能。
クレーン作業不用により安全且つ労災防止。
敷鉄板に比べて輸送時、設営時の騒音緩和。

超軽量の39kg

【主な用途】仮設駐車場、道路歩道工事、河川敷工事、用水路工事、芝生養生など

黒・緑・グレーの 3 色は通常品

表面滑り止め付

CO2排出量

7 ％約
削 減＜株式会社ウッドプラスチックテクノロジー＞

品　名

W ボード 48

色サイズ（mm）

幅 1,219×長 2,438× 厚 15（±1%）

重量 耐荷重

39kg(±5%)

W ボード 36 幅 910×長 1,820× 厚 15（±1%） 21kg(±5%)

120ｔ（強固な地盤の場合）
～ 4t（軟弱地盤 :N2 の場合）

※

※タイヤ接地面積200mm×200mm、平滑且つ地耐力ある場合 緑 グレー黒color :
ご希望の寸法に裁断できます。　カラー板にも対応しています。
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