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Focus
リデュースReduce、リユースReuse、リサイクルRecycleが、

SRパッケージングの2020年パッケージデザイン原則です。

プラスチック容器の製造企業として、当社は 2006年から、製品使用後に

回収・再生された再生プラスチックを用い、「原材料に対して責任を負う」

という信念を堅持しています。現在では当社の全パッケージに再生プラ

スチックをご利用いただけます。

また、エアレスボトルの構造の改良に努め、 3R原則に合致した新デザイ

ンを提案しています。

当社はスキンケア用品、ベビーケア用品、家庭用品およびさまざまな美

容・化粧品の各方面のニーズに応えるべく、ブランドと協業し最適なスタ

イルのパッケージを提供しています。

リデュース：エコエアレス剥離ボトルで、プラスチック使用量を 70％削減

リユース：リフィルタイプのPCRエアレス剥離ボトルは、外層ボトルをリユース

リサイクル：再生プラスチックの含有率は、 10％から100％までカスタマイズ可能
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“Be responsible with the 
material we use”

二重剥離構造の
エアレスボトル

プラスチック使用量

70％削減、生態系への

影響を低減
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エコエアレスボトル

AMARI、ツイストロック式

Burly、160 ml PCR エアレスボトル

レフィール式  PCR エアレスボトル
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再生プラスチックの
使用を推進しており

Packaging 

………. ボトル

………. ジャー

………. チューブ

………. ディスペンサー

………. 再生プラスチックサンプルボックス

Refillable         
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https://youtu.be/FZmQzS-Caco
https://youtu.be/FZmQzS-Caco
https://youtu.be/FZmQzS-Caco
https://youtu.be/FZmQzS-Caco


HDPE 
フレーク

PP 
フレーク

HDPE 再生
ペレット

PET 
フレーク

PP 再生
ペレット

 PET 再生
ペレット

プラスチック回収施設での処理プロセスとその管理体制はすでに審査を通過し、欧州

のプラスチック回収認証システムである  EuCertPlast プロジェクトで要求される認証

基準に達しています。

PCR再生プラスチックは審査と認証を経て欧州のRoHSの規制に適合しており、再生

プラスチック製のパッケージ製品と関連するサービスは「ブルーエンジェル」エコラベル 
Blue Angel Eco-labelled を申請できるレベルです。

「プラスチックごみ」から「再生プラスチックペレット」まで、循環経済の一部となり、

ごみ埋立地の負担を減らして、プラスチックの海洋汚染を防ぎます。

パッケージごみは

どのように

再生するの？
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https://www.eucertplast.eu/
https://www.blauer-engel.de/en
https://youtu.be/wPQBppWUOMk
https://youtu.be/wPQBppWUOMk
https://youtu.be/wPQBppWUOMk
https://youtu.be/wPQBppWUOMk


PET 肉厚
ボトル

❖ 多彩なボトル

一覧へ
もどる

PP ボトル

PE ボトル

PET ボトル

 　　製品一覧

SRパッケージングは 2006年から一

貫して、循環型経済に積極的に参加

し、再生プラスチックの使用を推進し

ており、カタログにある多彩なパッ

ケージ製品に、再生プラスチック素

材の選択肢を設けています。

10％から100％まで、再生プラスチッ

クの添加率ごとに異なる包装オプショ

ンを作ります。
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https://www.webpackaging.com/Up/Comp/263/11153410/13046429-BPGRGTSH/f/2020%20SR%20Packaging%20Catalog_brochure_July.03.pdf


 

❖ ガラス質感PET肉厚ジャー

超肉厚ジャーで、まるでガラスのようなしっかりし

た質感と透明感です。デイクリーム、ナイトクリー

ム、アイクリームなど高級商品に適しています。製

造工程で10%～100%の再生プラスチックを添加す

ることができます。

Description Reference Process

10 ml PET肉厚ジャー ZY37012 ISBM、射出ストレッチブロー成形

20 ml PET肉厚ジャー ZY37020 ISBM、射出ストレッチブロー成形

30 ml PET肉厚ジャー ZY37030 ISBM、射出ストレッチブロー成形

60 ml PET肉厚ジャー CHS3066 IM、射出成形

100 ml PET肉厚ジャー CHS3067 IM、射出成形

一覧へ
もどる
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❖ 再生プラスチックチューブ

再生プラスチック

PCR エアレスチューブ

5層プラスチックチューブ

5層プラスチックチューブ（ PE-adhesive-EVOH-adhesive-PE）の共

押出成形では、チューブの最外層の非再生 PEプラスチックを再生

PEプラスチックで代替します。

成形後にはSRパッケージングの各種真空ディスペンサーと

組み合わせることができます。

コード CHS7072

ネックサイズ 15/410

ポンプ吐出量 0.2 ml

チューブ直径 35 mm

デザインのアップロード

一覧へ
もどる
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https://www.webpackaging.com/en/portals/srpackaging/assets/12720445/30-ml-pcr-pe-airless-tube-chs7072/?fs=1
https://www.webpackaging.com/en/portals/srpackaging/assets/12720445/30-ml-pcr-pe-airless-tube-chs7072/?fs=1


❖ PCR ディスペンサー：ポンプ、スプレー 

SRパッケージングのディスペンサーポンプ、とスプレー

はすべて、パーツに 100％再生プラスチック製の部品を

採用。その多様な機能はいずれも、さまざまな粘度の

内容液に対応するよう開発されており、各種のスキン

ケア用品、ヘアケア用品に使うことができます。

ディスペンサータイプ
・ ネックサイズ

・ 吐出量
目的に合わせて選べるディスペンサー

エアレスポンプ
20/410 (0.18 cc)
24/410 (1.0 cc)

スキンケアとビューティー：保湿ジェル、スキントナー、メ
イクアッププライマー。

エアレスポンプ
(外部スプリング式 ) Neck size: 20 mm スキンケアとビューティー：保湿ジェル、スキントナー、メ

イクアッププライマー。

サックバック式液だれ防止
ディスペンサー

24/410 (0.7 cc)
24/410 (1.0 cc)

オイルベースのスキンケア製品：クレンジングオイル、オ
イル美容液。

サックバック式液だれ防止
ディスペンサー

(外部スプリング式 )
24/410 (1.2 cc) オイルベースのスキンケア製品：クレンジングオイル、オ

イル美容液。

高低温対応ポンプ
18/410 (0.2 cc)
20/410 (0.2 cc)
24/410 (0.2 cc)

パーソナルケア、クレンジング、トイレタリー：ボディロー
ション、シャンプー、シャワージェル、液体石鹸、手指消
毒剤。

ポンプ
(外部スプリング式 )

18/410 (0.15 cc)
20/410 (0.18 cc)
24/410 (0.18 cc)

パーソナルケア、クレンジング、トイレタリー：ボディロー
ション、シャンプー、シャワージェル、液体石鹸、手指消
毒剤。

ジェットポンプ
18/410 (0.15 cc)
20/410 (0.18 cc)
24/410 (0.18 cc)

ヘアケアとスキンケア：
頭皮トリートメント、頭皮マッサージ。

スーパーファイン
ミストスプレー

18/410 (0.15 cc)
20/410 (0.18 cc)
24/410 (0.18 cc)

顔の通常の保湿、髪の保湿・スタイリング剤、メイク
フィックススプレー液用（ボトル口径の規格は 3種）。

一覧へも
どる
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再生プラスチックの添加率ごとに異なる包装オプションを作成し、外観の違いを比較して評価します。

製品全重量に対する再生プラス  チックの使用割合

● PPキャップ（  0%、25%、30%、50%、100%）

● 白色PEチューブ（ 0%、25%、30%、50%、100%）

● 透明PEチューブ（ 0%、25%、30%、50%、100%）

● 透明PETボトル（0%、10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%）

永続的な環境保護の理念をブランドと共有

長年の実践経験をもとに、台湾のリサイクル資源

を利用しながら、再生プラスチックのブルーエン

ジェル認証（EuCertPlast）と欧州RoHS指令への

適合を保証し、世界中の消費者とともに循環型経

済を推進しています。

❖ 再生プラスチックサンプルボックス

サンプル請求

一覧へも
どる
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https://forms.gle/j6gy4R7UgLM1vdeL8
https://forms.gle/j6gy4R7UgLM1vdeL8


❖ エコエアレスボトル

再生プラスチック製

PCR エアレスボトル

• PUSH

カタログの完全版

「エコエアレスボトル」（ Eco Airless 
Bottle）は、その内袋の収縮設計によ

り、既存のエアレスボトルの使用体験を

大幅に改善しました。ボトル全体のプラ

スチック使用量を 70％削減して、生態系

への影響も低減しました。形状は円柱

形のほか、不規則な各種多角形も実現

できます。

本体は堅固で耐久性に優れた外層ボト

ルと、対応範囲の広い内袋の 2重プラス

チック構造です。

内容物が日々の使用で徐々に減ると、

内袋が外側からの圧力で収縮し、ボトル

から均一に剥離します。

✓ 100％エアレス密閉

✓ 防腐剤不要 .

✓ 正確な使用量

✓ くり返しの押し下げも支障なし

消費者は、天然成分で調製された製品

を使うと同時に、リフィルタイプでデザイ

ンされた使いやすいパッケージを手軽に

利用でき、より低い環境コストと費用で、

効果的にプラスチック汚染を低下させる

ことができます。

SRパッケージングの精密ディスペン
サーと組み合わせることで、ボトルを倒
立しても最後まで快適に使用できます。

www.srpackaging.com
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https://youtu.be/JaNopNSgh_c
https://www.webpackaging.com/en/portals/srpackaging/assets/12926233/eco-airless-bottle/
https://www.webpackaging.com/en/portals/srpackaging/assets/12926233/eco-airless-bottle/


左右回転ロック式ディスペンサーと組み合わせたエアレス

剥離ボトルAMARIは、流れるようなデザインのシンプルな

外観です。

ディスペンサーは「カチッ」という音とともにボトル本体から

手軽に外れ、ボトルの交換に便利です。充填されたボトル

を新しく購入して取り付けると、簡単に環境にやさしいリ

フィル式製品になります。

AMARIの外観デザイン

❖ AMARI ツイストロック式エアレスボトル

ジェンダーレスなスキンケア製品のためのデザイン

美容・ボディケアのニーズは、すでに特定の性別に限定さ

れません。AMARIは性別による区別のない、ジェンダーレ

スなスキンケア製品のためにデザインされました。

男女を問わず、特定の肌質のために機能性にこだわった

スキンケアの配合を生み出すスキンケアブランドが増えて

います。

今日の消費市場に目を向けると、美容・スキンケア製品に

より自分の外見に自信を深めることは、ユーザーにとって

もはや特定の性別の特権ではなく、日常の生活習慣と

なっています。

www.srpackaging.com
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AMARI

https://www.webpackaging.com/en/portals/srpackaging/assets/12713391/100-ml-refillable-pcr-pe-airless-bottle/?fs=1


❖ Burly、160 ml PCR エアレスボトル

Burlyは再生プラスチック製のエコパッケージで家庭用品に最適

✓ パーソナルケア：ボディローション、ボディソープ

✓ ベビーケア：ベビー乳液、ベビーオイル

✓ 日焼け止め：SPF日焼け止め下地

✓ ヘアケア：シャンプー、コンディショナー

✓ その他：哺乳瓶洗浄剤、抗菌洗浄液

コード CHS7081B

ネックサイズ 24/410

ポンプ吐出量 1 cc

全満量 180 ml

直径 50.5 mm

高さ 164.2 mm

エコ意識の高い人たちの理想的なパッケージ

ニュースページ

First Insight, Inc.の最近の研究によると、 Z
世代の消費者はサステナブルなビジネスモ

デルに基づいて購買決定を下し、エコな製

品なら費用を多く使ってもよいと考えていま

す。

www.srpackaging.com
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https://www.webpackaging.com/en/portals/srpackaging/assets/13028842/burly-the-new-160-ml-pcr-airless-bottle-helps-sustainable-brands-to-satisfy-home-supplies/


❖  レフィール式 PCR エアレスボトル

           ビデオ          カタログの完全版

ACD シリーズ

PCRエアレス剥離ボトルによって、メー

カーはパッケージをすぐさまエコでサス

テナブルな方式へとたやすく転換する

ことができます。

パッケージの認証は変更が不要で、従

来型のピストン式エアレスボトルを PCR
エアレス剥離ボトルに替えるだけで、商

品紹介に「回収資源から製造した再生

プラスチックを使用しました」と明記する

ことができます。

www.srpackaging.com
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https://youtu.be/A0fSy8IKUTs
https://youtu.be/A0fSy8IKUTs
https://www.webpackaging.com/en/portals/srpackaging/assets/12926233/eco-airless-bottle/
https://www.webpackaging.com/en/portals/srpackaging/assets/12926233/eco-airless-bottle/


sales@srpackaging.com

Shanghai 
China

Taichung 
Taiwan

New Jersey 
USA

Tokyo
Japan

当社は本部を台湾に置き、パッケージのデザインおよび生産を行って

います。近代的で効率の高い工場が 2つあり、1つはパッケージの在庫

を速やかに手配することができます。独自金型で設計したパッケージボ

トル容器を多数ストックしています。当社はお客様に完璧な生産チェー

ンプランを提供すべく努めています。

www.srpackaging.com


