
あなたのプラスチックを地球のプラスに。 

第４回 PLA-PLUS プロジェクト（平成26年度実施）のお知らせ  

今年度の参加企業は130企業・団体 
環境省のプラスチック製品の回収・リサイクル実験開始 
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NEWS RELEASE 

 環境省との連携のもと行われるPLA-PLUSプロジェクトは、回収拠点とし

て新たに、ファストフード・ショッピングモール・百貨店・ホームセン

ター・教育機関などが加わり、参加企業・団体は130社にまで拡大しました。

私たちが“環境動線”と呼ぶ静脈インフラの構築のために、消費者の日常生活

の動線上にリサイクルに参加しやすくする拠点を整備し、効率的な回収・リ

サイクルの仕組みの構築を目指します。 

 リサイクルインフラの構築、運営事業を手掛ける日本環境設計株式会社

（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：岩元美智彦）は、国内外の主

要な小売店やメーカーの皆様と連携したプラスチック製品の回収・リサイク

ルの仕組みづくりを検証する環境省の実証事業「第4回 PLA-PLUS（プラプ

ラ）プロジェクト」の事務局として、店頭回収プロジェクトを開始します。 

    

第4回 PLA-PLUSプロジェクト（平成26年度実施）NEWS RELEASE 

実施期間 ： 平成27年2月6日（金）～平成27年3月22日（日）※詳細は別紙１をご参照ください 

対象製品 ： おもちゃ、文具、生活雑貨などのプラスチック製品 

第4回 PLA-PLUSプロジェクト開催概要 

平成27年2月6日 

PLA-PLUS事務局：日本環境設計株式会社 広報：矢野、玉井 

TEL:03-6273-3218  FAX:050-3737-3463  info@plaplus-project.jp 

取材についての 
お問い合わせ先 

合計130企業・団体が参加！※その他サポート企業：88企業・団体含む 
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別紙１ 

回収実施企業・団体：下記の42企業・団体 
 
総合スーパー、百貨店、ショッピングモール： イオン株式会社（イオンリテール株式会社、イオン九州株式会社、株式会社ダイエー）、株式会社セ
ブン＆アイ・ホールディングス、ユニー株式会社、株式会社 そごう・西武、株式会社 山形屋、三菱地所リテールマネジメント株式会社（泉パーク
タウン タピオ、クラックス、東久留米ショッピングセンター クルネ、MARK IS 静岡、アクアシティお台場、MARK IS みなとみらい）（回収イベ
ント実施モール：南砂町ショッピングセンターSUNAMO、マルヤマクラス、ポンテポルタ千住） 
  
家電量販店： 株式会社エディオン、株式会社ケーズホールディングス、株式会社コジマ、上新電機株式会社、株式会社ビックカメラ、株式会社ベス
ト電器、株式会社ヤマダ電機 
  
おもちゃ・ベビー用品販売店： 株式会社赤ちゃん本舗、日本トイザらス株式会社、タカラトミーグループ（キデイランド） 
  
コンビニ、ホームセンター： 泉レストラン株式会社[リーベンハウス]、DCMホールディングス株式会社（株式会社カーマ、ダイキ株式会社、ホー
マック株式会社） 
  
生活雑貨販売店： 株式会社 ジェイアイエヌ[JINS]、株式会社メガネトップ[眼鏡市場]、プラス株式会社[＋PLUS]、株式会社良品計画[無印良品]、
株式会社ロフト 
  
コーヒーストア、ファストフード： スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社、タリーズコーヒージャパン株式会社、日本マクドナルド株式会社、
株式会社モスフードサービス 
  
教育機関： ユヌス＆椎木ソーシャルビジネス研究センター（SBRC）グラミン・クリエイティブ・ラボ＠九州大学 
 
サポート企業、・団体： 88企業・団体 

 
 

企業名 店舗名 回収対象製品 回収期間（すべて2015年） 

総
合
ス
ー
パ
ー 

イオン 

イオン若松店 

おもちゃ、文具、生活雑貨等の 
プラスチック製品（販売した物） 

2月6日～3月6日 

イオン大阪ドームシティ店 

イオン洛南店 

イオン品川シーサイド店 

イオン南砂店 

イオン幕張新都心店 

イオン幕張店 

ダイエー東戸塚店  

セブン＆アイ ホールディングス 
イトーヨーカドー 

イトーヨーカドー幕張店 おもちゃ、文具、生活雑貨等の 
プラスチック製品（販売した物） 

2月6日～3月6日 
イトーヨーカドーグランツリ－武蔵小杉店 

ユニー 

アピタ千代田橋店 

おもちゃ、文具、生活雑貨等の 
プラスチック製品（販売した物） 

2月10日～3月15日 

アピタ稲沢東店 

アピタ安城南店 

アピタ美濃加茂店 

アピタ桑名店 

アピタ飯田店 

百
貨
店 

そごう・西武 そごう千葉店 
おもちゃ、文具、生活雑貨等の 
プラスチック製品（販売した物） 
衣料品 

2月6日～3月6日 

山形屋 山形屋 鹿児島店 
おもちゃ、文具、生活雑貨等の 
プラスチック製品（販売した物） 

2月6日～3月6日 

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル 

セブン＆アイ ホールディングス グランツリー武蔵小杉 
おもちゃ、文具、生活雑貨等の 
プラスチック製品 

調整中 

三菱地所リテールマネジメント 

南砂町ショッピングセンターSUNAMO 
プラスチック製品（使わなくなった
けど、まだ誰かに使ってほしいおも
ちゃや文具、その他雑貨など） 
衣料品 

1月17日,1月18日,1月31日,2月1日 

マルヤマクラス 1月24日,1月25日,2月14日,2月15日 

ポンテポルタ千住 1月29日,1月30日,2月19日,2月20日 

泉パークタウンタピオ 

おもちゃ、文具、生活雑貨等の 
プラスチック製品（販売した物） 
衣料品 

2月20日 

kurax 2月21日 

東久留米ショッピングセンタークルネ 3月1日 

MARK IS みなとみらい 3月1日 

アクアシティお台場 3月7日 

MARK IS 静岡 
おもちゃ、文具、生活雑貨等の 
プラスチック製品（販売した物） 

3月8日 

コ
ン
ビ

ニ リーベンハウス 新宿住友ビル店 
おもちゃ、文具、生活雑貨等の 
プラスチック製品（販売した物） 

2月6日～3月6日 

ホ
ー
ム
セ

ン
タ
ー 

DCMホールディングス 

カーマ刈谷小垣江店 販売したプラスチック製品 2月6日～3月6日 

ダイキEX美沢 販売したプラスチック製品 2月6日～3月6日 

ホーマックスーパーデポ 厚別東店 販売したプラスチック製品 2月6日～3月6日 
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企業名 店舗名 回収対象製品 回収期間（すべて2015年） 

家
電
量
販
店 

エディオン 
豊田本店 おもちゃ、インクカートリッジや

CD等のプラスチック製品（販売し
た物） 

2月6日～3月6日 伊丹店 
倉敷本店 

ケーズデンキ 

府中本店 

インクカートリッジやCD等の 
プラスチック製品（販売した物） 

2月6日～3月6日 

多摩ニュータウン店 
稲城若葉台店 
立川店 
八王子店 
昭島店 

コジマ、ビックカメラ 

コジマ×ビックカメラ成城店 
インクカートリッジやCD等の 
プラスチック製品（販売した物） 

2月6日～3月6日 
コジマ×ビックカメラ梶ヶ谷店 
ビックカメラ有楽町店 
ビックロビックカメラ新宿東口店 

上新電機 

姫路大津イオンモール店 

インクカートリッジやCD等の 
プラスチック製品（販売した物） 

2月6日～3月6日 

伊丹昆陽イオンモール店 
高槻店 
草津イオンモール店 
登美ヶ丘イオンモール店 
大日イオンモール店 
泉南イオンモール店 
各務原イオンモール店 
大高イオンモール店 
浦和美園イオンモール店 
羽生イオンモール店 

ベスト電器 
福岡本店 インクカートリッジやCD等の 

プラスチック製品（販売した物） 
2月6日～3月6日 

小倉南店 

ヤマダ電機 
LABI高崎 インクカートリッジやCD等の 

プラスチック製品（販売した物） 
2月6日～3月6日 

テックランド江東潮見店 

お
も
ち
ゃ
・
ベ
ビ
ー
用
品
販
売
店 

赤ちゃん本舗 
グランツリー武蔵小杉店 おもちゃ、生活雑貨等の 

プラスチック製品（販売した物） 
2月6日～3月6日 

幕張イトーヨーカドー店 

日本トイザらス 

トイザらス・ベビーザらス としまえん店  

おもちゃ、生活雑貨等の 
プラスチック製品（販売した物） 
衣料品 

2月6日～3月6日 

トイザらス・ベビーザらス 磯子店 
トイザらス・ベビーザらス 横浜いずみ店 
トイザらス・ベビーザらス 新浦安店 
トイザらス・ベビーザらス 成田店 
トイザらス・ベビーザらス 柏店 
トイザらス・ベビーザらス 松戸店 
トイザらス・ベビーザらス 草加店 
トイザらス・ベビーザらス 新座店 
トイザらス・ベビーザらス 豊橋店 

タカラトミーグループ キデイランド 原宿店 
おもちゃ、生活雑貨等の 
プラスチック製品（販売した物） 

2月6日～3月6日 

生
活
雑
貨
販
売
店 

LOFT 千葉ロフト 販売したプラスチック製品 2月16～3月8日 
ジェイアイエヌ 全281店 メガネ 1月29日～3月22日 
メガネトップ 東京都、静岡県の眼鏡市場 92店 メガネ 2月7～3月6日 

プラス +PLUSショールーム 
文具、生活雑貨等の 
プラスチック製品（販売した物） 

2月16～3月6日 

無印良品 

無印良品有楽町 

文具、生活雑貨等の 
プラスチック製品（販売した物） 

2月6日～3月6日 

無印良品イオンモール浦和美園 
無印良品ミウィ橋本 
無印良品ステラタウン大宮 
無印良品ららぽーと横浜 
無印良品ラゾーナ川崎 
無印良品アピタ千代田橋 
無印良品SUNAMO 

コ
ー
ヒ
ー
ス
ト
ア 

スターバックス コーヒー ジャパン 東京都内87店舗 
タンブラー等のプラスチック製品
（販売した物） 

2月9～3月14日 

タリーズコーヒージャパン 

江古田店 

タンブラー等のプラスチック製品
（販売した物） 
衣料品 

2月6日～3月6日 

隅田公園店 
神楽坂店 
丸の内永楽ビル店 
三井住友海上駿河台ビル店 
新宿センタービル店 
新宿ＮＳビル店 
大崎センタービル店 
青葉台店 
昭和大学横浜市北部病院店 

フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド 

日本マクドナルド 

1号線池上店 

販売したハッピーセットの 
プラおもちゃ等 

2月6日～3月6日 

経堂駅前店 
環八大鳥居店 
仙台沖野店 
練馬田柄店 
リヴィン光が丘店 
新青梅井草店 
日野橋店 
八潮店 
サンシャインシティALTA店 
柴又街道東小岩店 
大宮カタクラパーク店 
茨木真砂店 
枚方くずは店 
摂津鳥飼店 
阪急淡路店 
枚方禁野 
柏原片山 
171号高槻店 

モスフードサービス 
イオン板橋店 景品として配布した 

プラスチック製おもちゃ 
2月16日～3月6日  

クイーンズ伊勢丹杉並桃井店 


