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エコ配、エコキャップ推進活動への協力をスタート
～ペットボトルのキャップ回収サービスを無償で実施～

東 名阪地 域を 中心に 、主 として 自転 車を用 いた ほぼ人 力に よる配 送方 法により CO2 排
出 量“ゼ ロ” を目指 して 、環境 負荷 が低く 、か つ格安 の宅 配便サ ービ スを提 供す る株
式 会社エ コ配 (本社： 東京 都港区 、代 表取締 役社 長：片 地 格 人、以 下 エ コ配 )は 、
2012 年 2 月 21 日 より、「 エコキャ ップ活 動」 の中心 団体 「エコ キャ ップ推 進協 会」の
活 動への 協力 を開始 いた します ので 、お知 らせ いたし ます 。

■ 背景
エ コ配が 活動 に協力 する 「エコ キャ ップ推 進協 会」と は、「 エコキ ャッ プ活動 」す なわ
ち ペット ボト ルのキ ャッ プを集 め、「 再資源 」「CO2 の削 減」 を計る 一方 、キャ ップ の
再 資源化 で得 た売却 益で 『発展 途上 国の子 ども たちに ワク チンを 贈る 』活動 を実 施し
て いる中 心団 体です 。同 協会の 調べ によれ ば、 ペット ボト ルは、 年間約 250 億本 生産
さ れ、リ サイ クルの ため の回収 率は約 60％、さ らに再 資源 化率は約 37％ といわれ て
お ります 。し かしな がら 、多く は焼 却処分 され CO2 が 発生 してい る他 、集め たペ ット
ボ トルの キャ ップ配 送に ついて も費 用や配 送手 段がネ ック となっ てお り、「エコキ ャッ
プ 活動」 の普 及に向 けた 課題と なっ ている 状況 です。
エ コ配は 配送 手段に 自転 車を用 い、 取扱荷 物の 実に 6 割を 自転車 で配 送して いま す。
自 動車、 バイ ク等を 用い ている エリ アにつ いて は、カ ーボ ン・オ フセ ット・ クレ ジッ
ト の購入 によ り温暖 化ガ スの排 出枠 を購入 して おり、 オフ セット する ことに よっ て、
CO2 排出 量“ ゼロ” を目 指す、 エコ ロジー な宅 配便サ ービ スを展 開し ており ます 。エ
コ 配の CO2 排 出量“ ゼロ ”配送 サー ビスを 活用 しキャ ップ を回収 する ことで 、「エ コキ
ャ ップ活 動」 の普及 に向 けた課 題に 対して 、エ コ配ら しい 解決策 をご 提供さ せて いた
だ くこと が可 能とな るこ とから 、今 般かか る無 償での キャ ップ回 収サ ービス の導 入に
踏 み切り まし た。

■ 取組の 概要
◯ 無料回 収ボ ックス の設 置
エ コ配の お取 引先企 業を 対象に 、エ コ配負 担で キャッ プの 無料回 収ボ ックス を設 置い
た します 。導 入当初 は、 エコ配 のお 取引先 企業 に対す るサ ービス の一 貫とし て実 施い

た します 。

◯ 無償回 収・ 配送サ ービ スの提 供
エ コ配の エコ クルー が集 荷に伺 った 際に、 回収 ボック スの 状況を 確認 しキャ ップ を回
収 します 。
集 荷した キャ ップは エコ 配のハ ブ拠 点に集 約の 上、リ サイ クル業 者に 引き渡 しま す。

○ 協賛企 業・ 団体の 公表
エコ配のホームページ、Facebook ページ等を活用して、活動実 績とともに協賛企業・
団 体とし て名 称・ブ ラン ドなど を公 表させ てい ただき ます 。

＜ サービ ス名 称＞
「 エコ配 エコ キャッ プ普 及プロ ジェ クト」 (仮称 )

＜ サービ スの 提供開 始日 ＞
2012 年 2 月 21 日

＜ 対象顧 客＞
東京 23 区内 、大阪 府内 及び名 古屋 市内の 顧客

＜ 利用条 件＞
1) 無料回収ボックスの設置、 無料配送・回収はエコ配の 取引先企業を対象とさせてい
た だきま す。 無料回 収ボ ックス の設 置に関 して は、開 始当 初はエ コ配 にて別 途ご 提案
さ せてい ただ きます 。
2) 荷物の集荷に伺った際に回 収させていただくサービス ですので、原則としてキャッ
プ のみの お引 き取り は致 しかね ます 。

■ エコ配 宅配 サービ スに ついて
エコ配指定の専用バック(高さ 400×横 320×110mm)またはそれに 相当するサイズの荷
物 を、 1 個あ たり標 準単価 326 円(税 込 )で、東 名阪地 域を 中心と する エリア に配 送い
た します 。
お 客様の 物流 コスト の削 減に寄 与す るだけ でな く、エ コ配 最大の 強み である 自転 車配
送 により 、企 業活動 にお ける環 境負 荷を軽 減す ること がで きる『 人に 優しい 、地 球に
優 しい、 ほぼ 人力な 』宅 配便サ ービ スです 。

■ エコ配 会社 概要
名 称： 株 式会 社エコ 配
本 社： 東 京都 港区赤 坂一 丁目 6 番 1 4 号 赤 坂協 和ビル 3 階
代 表： 代 表取 締役社 長

片地 格 人

設立： 2007 年
URL ： http://www.ecohai.co.jp/

■ 本件に 関す るお問 い合 わせ先
株 式会社 エコ 配
広 報担当 ： 社 長室

竹内 阿喜

Tel

： 03-3568-2962

E-mail

： info@ecohai.co.jp

