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は、メーカーが再利⽤可能な製品を作ることを可能にし、
また⼩売業者が消費者の⽅々にその製品を提供する場を与える、

リユースを広げるための世界的なプラットフォームです。

私たちの⽬標は、リユースを簡単に、便利に、そして⼿頃な価格にすることで、消
費者がどこでも購⼊することができ、また簡単に返却できるようにすることです。



世界的なリサイクル率環境への配慮

COVID-19の影響とリユースの需要
今まで以上に、ループのように消費者のためにリフィルする
プロフェッショナルなリユースサービスの機会が増えている。

消費者から求めらる
リユースモデル

客観的 :
COVID-19により外出を避けるこ
とで、汚染された空は⻘くなり、
環境の回復能⼒を⽰しています。

主観的 :
⾒たことのない場所で動物を発⾒

原油価格下落

世界的に⾒て、「結果として得ら
れる物的価値」に直接駆動する原
油価格は、過去10年間で着実に
下落しています。その結果、世界
的なリサイクル率も低下しており、
⼀般的なリサイクルビジネスの⽅
程式が崩れています。

⼤概のサービスが中⽌
消費者⾃⾝が充填することで健康
と安全性に懸念があるため。

Key
世界の原油価格

Case study: フィラデルフィア市の
リサイクル費

80%以上の消費者が、気候変動を⽌めるためCOVIDに対して⾏ったことと同じくらい⼤きな、ライフスタイ
ルへの変化を望んでいると答えています。しかし、消費者が喜んで⾏っているのは、リデュース、リユース、リサ

イクル、つまり個⼈的に影響を与えることができ、かつ簡単にできる活動のみです。



世界への発表

World Economic Forum (WEF), Davos, Switzerland

Loopの創設パートナー企業⼀例

200+ ブランドパートナー & 500+ 商品

and many more …

2019年設⽴以来、前代未聞の勢い
スイスのダボスで開催された第49回世界経済フォーラム年次総会にて
創業パートナーと共に、 Loopプラットフォームが発表されました。

コンセプトの証明

地域拡⼤

…and more to come!

2019 
2020

2021

15+ ⼩売店パートナー

and many more …
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2019年のサステナビリティ話題性#1

…and many more!

2021年と今後

店舗の拡⼤

ファーストフード店、
D2CそしてB2Bへと展開

…and more to come!



ループ グローバル展開
2021年と2022年初頭は、すべてのパートナーとの店頭およびオンラインでの発売と、
便利なエコシステムの開発にフォーカスを置きます。



過去から学ぶ
以前は、詰め替え⽤の耐久性のある容器が
標準でした。

歴史的に⾒ると、ひと昔前まで、製造業者は、
耐久性があり再利⽤可能なパッケージを、⾃
社の資産とし、製品のパッケージとして何度
も使い回していました。パッケージに耐久性
があると、1充填あたりのコストは低くなり
ます。

資産



現在の状況
使い捨ては、“安価”で“便利”

売上原価

パッケージが売上原価と⾒なされる場合、そのコ
ストは充填ごとに割り当てられます。
パッケージが安いほど、充填あたりのコストは低
くなります。



容器はメーカーの売上原価となるため、消費財メーカーは容器に⽤いる素材の使⽤削減を⽬指してきました。
その過程で、リサイクル困難なパッケージを⽣み出しより多くの廃棄物を⽣み出す結果となりました。

リサイクル率だけでなく、お客様の満⾜度も下がってしまいました。

リサイクル率とお客様満⾜度の下降
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適正価格と利便性を維持しながら
“使い捨て⽂化”から抜け出すには

どうすればいいか︖



Loop は根本的にパッケージの所有者をかえます

$0.10
パッケージコスト

消費者の使⽤する上での喜び＋ブランドの売上原価 ブランドの資産

パッケージを
１回使⽤するごとにかかるコスト

$0.10

$3.00

$0.03
+ 洗浄コスト

1 回使⽤ 100回以上使⽤



再利⽤、デザインの向上、新しい性能
耐久性がもたらすもの
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使い捨て容器から耐久性のある容器への移⾏

ステップ 1: 使い捨てから再利⽤可能
Loopはメーカーと共に再利⽤できる
耐久性のある容器開発をします。

ステップ 2: 再利⽤可能な容器の販売経路
Loop提携⼩売店やLoopオンラインサイトを通して、Loopはメーカー

と⼀緒に商品の販売をします。

次のスライドへ

Step 2

流通

Step 1

デザイン

使い捨て 再利⽤可能



Loop商品の販売経路

耐久性のある容器開発が完了後、
販売経路を3つご⽤意しております。

Loopオンラインサイト

Loop参画メーカーは⾃動的にLoopのオンラインストアでの販売が可
能となります。 利⽤者が他の販売経路と⽐較して最初は⼩規模である

可能性から、試験的な販売としてご活⽤ください。

Loop提携⼩売店

Loop提携⼩売店(⽇本の場合イオン様)の店舗やオンラインサイトにて販
売が可能です。規模を拡⼤して販売が可能となります。

and many 
more …

⾃社店舗やブランドオンラインサイト

ブランドの⾃社店舗やオンラインサイトにて販売も可能です。

brand 
e-commerce

brand 
e-commerce



Loop商品の販売経路

Loopオンラインサイト

Loop参画メーカーは⾃動的にLoopのオンラインストアでの販売が可能となります。
利⽤者が他の販売経路と⽐較して最初は⼩規模である可能性から、

試験的な販売としてご活⽤ください。

Loop提携⼩売店

Loop提携⼩売店(⽇本の場合イオン様)の店舗やオンラインサイトにて販売が可能です。
規模を拡⼤して販売が可能となります。

and many 
more …

⾃社店舗やブランドオンラインサイト

ブランドの⾃社店舗やオンラインサイトにて販売も可能です。

Retailer 
e-commerce

Brand 
e-commerce



Loop商品の販売経路

消費者はLoop商品を
どこでも購⼊出来、

パートナー⼩売店であればどこでも
返却することができる

Loop par Carrefour e-commerce website.

Loop par Carrefour collection bin and in-store Loop dedicated section.

Loopオンラインサイト

Loop参画メーカーは⾃動的にLoopのオンラインストアでの販売が可能となります。
利⽤者が他の販売経路と⽐較して最初は⼩規模である可能性から、

試験的な販売としてご活⽤ください。

Loop提携⼩売店

Loop提携⼩売店(⽇本の場合イオン様)の店舗やオンラインサイトにて販売が可能です。
規模を拡⼤して販売が可能となります。

and many 
more …

⾃社店舗やブランドオンラインサイト

ブランドの⾃社店舗やオンラインサイトにて販売も可能です。

Retailer 
e-commerce

Brand 
e-commerce



この２年の間に、私たちはコンセプトを検証するためLoop専⽤のEコマースストアを
⽴ち上げ、統合された拡張性のあるグローバルなリユースシステムの基盤を作りました。

Loop オンラインサイト

Loop参画メーカーは⾃動的にLoopのオンラインストアでの販売が可能となります。 利⽤
者が他の販売経路と⽐較して最初は⼩規模である可能性から、試験的な販売としてご活
⽤ください。

コンセプトの検証 結果

ループは今⽇も消費者と繋がっています。

ループは⼗分な数のパートナーまた消費者にアピールしています。

ループのリユースソリューションは経験に基づき信憑性があります。



Loopオペレーションモデル

メーカー

消費者

⼩売店$Y

メーカーがLoop商品を⼩売店へ販売
(商品卸価格 [$X] と容器デポジット[$Y])

商品のコスト構造

$X 商品の卸価格
$Y 容器のためのデポジット

消費者は商品を楽しみ、使⽤
済容器は⼩売店を通して返却

Loopは[$Y]を消費者へ⽀払う

Loopが空の容器を
受け取り、保管、洗浄を⾏う

Loopが商品を受理次第、
[$Y]をメーカーへ請求

Loopは洗浄された容器をメーカーへ
送り、メーカーにて補充、再び販売

商品の受け取り、保管、洗浄プロセスコス
ト(25％マージン)をメーカーは

Loopへ⽀払う

⼩売店は店舗とオンラインストアを
通して消費者へ販売

消費者は
[$X + margin]と [$Y]を⽀払う

$X $X
(+マージン)

$Y

$Y$Y
Loop

$X
(+マージン)



カルフール
オンラインサイト

(Q2 2020)



カルフール
店内発売

LIVE



カルフール
店内発売

LIVE
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イオン
店内販売

(Q2 2021)



クローガー
ウォルグリーンズ

店内販売

Q2 2021



ループ
ウォルグリーンズ

店内発売

Q3 2021



④ 使用済み容器を

ピックアップし、
洗浄施設へ輸送

⑤使用済み容器の
洗浄・消毒

③清掃業者が回収ボックスを
管理し、使用済み容器回収

⑥洗浄・消毒済み
容器を飲食店へ

②オフィスワーカーは弁当
消費後、ビル内設置の
回収ボックスへ容器を返却

①ビル内飲食店にて、
弁当製造・販売

テイクアウト弁当事業（オフィスビル）



まるで使い捨てのような利便性を持つ再利⽤

Loopは⼩売店、ファーストフード店舗、運送、宅配場所、役所、商業施
設等を巻き込んだネットワークを構築しています。このネットワークを
構築することで、再利⽤の利便性は使い捨てと変わらなくなります。

宅配センター
回収箱

⼩売店の店頭
回収箱

⼩売店内
回収箱

オフィスビル等
の商業施設
回収箱

地⽅⾃治体
回収箱



QUESTIONS? CONTACT US

エリック・カワバタ
アジア太平洋地域ゼネラルマネージャー
日本代表

eric.kawabata@terracycle.com


