
●回収品はぬいぐるみ、おもちゃ、フィギュア
●最適な手法の統合でリユース・リサイクル
●一部は価値をお金に換えて利益を寄付へ
●回収品は全てトレーサビリティー確保
●活動はSNSで広く共有
●価値ある物のリユースモデルを、専門家や芸術家とともに開発
●結果はWEBや論文で発信し、継続的に改善

0

京都大学《超》SDGsシンポジウム＆博覧会 リユース・リサイクル実証実験

京都と
世界、

モノと
想い

持続
可能な
システム

京都リユースプロジェクト
～しまつのこころ・SDGsを実践しよう～

環境
ムーブメント

「しまつのこころ」 とは、京都で古くから使われる表現で、節約・倹約し、ものを大切に使い
切る精神を意味する言葉です。それは、３Rの中でも特に重要とされているリユースに通じ
ます。ひとつの象徴的なプロジェクトとしてぬいぐるみの回収～リユースに取り組むことで、日
常生活の中でリユース意識の定着・向上を目指します。さらには、物そのものの価値が活
かされつつ、環境負荷を最小限に抑える持続可能なシステムの構築までを目標にします。

企画のPOINT

リユース

本企画は、第三回京都《超》SDGsシンポジウム＆博覧会の一環として、㈱ecommit、安田産業㈱が幹事企業となり、多くの関係者とともに企画・
実施運営を行います。

参加企業・団体募集！
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コンセ
プト

●経済と環境の両立に向けた
実証実験
・リユースは古くからのシステムであり、大
量生産・大量消費・大量廃棄が大いに疑
問視される現代社会において、物の持つ
価値を改めて評価し、持続可能な仕組
みを構築する可能性を持っています。そ
れを実証するための社会実験を行います。
・環境負荷、経済性の両面から、持続可
能な仕組みを目指します。

目的

●新しいコミュニティ循環シス
テム構築のきっかけづくり
企業や団体が主体となってリユース品の
回収を呼び掛け、実際に回収品の多様
な活用に結び付けるモデルを開発。さら
にはその様子をSNSや各種媒体で発信
することで、物と使い手の想いを循環する
大きな活動に広げます。

リユース・リサイクルフローと実証内容

国内店舗
やネットで
販売

海外店舗
やネットで
販売

京都市内
リユース

店舗で販売

企画
運営
企業

【物の価値と環境負荷低減の両立】
京都大学等の専門家の監修のもと、環境負荷の評価や費用、収益
等を算出し、経済的にも持続可能なリユースの取り組みにつなげる実
証実験を行います。

【トレーサビリティー】

発生場所別の量、及び、販
売・行先別の数量などを管理。

次の
子どもたちへ

【イベント】
京都ぬいぐるみリユースアート展

皆さんからの寄贈品

最適なリユース・リサイクルの模索

寄付

【啓発・発信】

本企画を通してどれだけ多く
の方にリユースや本企画主旨
を広められるかを、SNSのシェ
ア数、リツイート数等で評価。

【寄贈品】
次の子どもたちへ

【売上】

「誰一人取り残さない
〔SDGs〕」ための活動を実践し
ている団体へ寄付

※寄贈者が寄付先を選択で
きるように検討中

●たくさんの参加＆情報発信
をお願いいたします！
まずは回収の協力団体を広く募り、右のリ
ユース・リサイクルのフローをどんどん回す
ことによって、この「京都リユースプロジェク
ト」の知名度のアップと、参画者の増大を
目指します。そのためのSNS活用など拡
散の仕組みを駆使します。

目標

企画概要
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ぬいぐるみ

・キャラもの

・動物

・キーホルダー

・景品など

フィギュア

・キャラもの

・シルバニア、リカ

ちゃん、メルちゃん

・ペットボトル

キャップ

プラモデル

※組み立て後のものは破損しないように梱包をお願いいたします。

車、ガンダム、戦

艦、その他諸々、組

み立て前も可

プラおもちゃ

※幼児用滑り台やカートなどは含みません。3編の合計が100センチ以内のものに限りま

す

幼児用のおもちゃ、ミニ四駆

（パーツ・コース含む）、プ

ラレール、鉄道Nゲージ

（レール含む）,LEGO

【回収できないもの】
✓ 目立つ傷、汚れ、カビ、

埃のひどいもの
✓ 破損、欠品

✓ 日本人形やガラケー
ス

✓ 電池※取り除いてください
✓ 木製品（積み木等）
✓ 大きなサイズのもの（3

辺の合計が100センチま
で）

✓ 枕やクッション

※小さいものが多くある場合、袋などに纏めてください。

【回収できるもの】
◼ リカちゃん人形やシルバ

ニアファミリーなどの細
かいアイテム※袋などにま
とめてください

◼ 箱無しのフィギュア

◼ 組み立て後・前のプラモ
デル

◼ プラレール、Nゲージな
どのレール

◼ ミニ四駆の付属品（モー
ターなど）

◼ LEGOブロック

回収品目＜ｐ2＞

●「次の人がそのまま使えて、使う/遊ぶのに不自由しないもの」
●１つに付き、3辺（たて、よこ、高さ）の合計が、おおむね100cm以内のもの
●小さいものが多くある場合、袋などにまとめて下さい

で
も
・
・
・

ま
た
子
ど
も
た
ち
と

遊
べ
た
ら
う
れ
し
い
な

こ
れ
ま
で

大
切
に
し
て
く
れ
て

本
当
に
あ
り
が
と
う

回収するのは、想い出のつまった『ぬいぐるみ』や『フィギュア』などです。なかなか手放せない、
でも、片付けたい。そんな気持ちごと受け止めるプロジェクトです。

※ ご寄贈頂いたものはこちらの専門的な判断でリユース販売を中心に最大限活用させて頂きます。
また、お届け頂いたものは趣旨にご賛同の上、譲渡されたものとみなさせて頂きます。ご返品等は対応致しかねますので予めご了承下さい。
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①企画申し込み
P4のQRコードからのお申し込みをお願いいたします。

②回収実施 3月1日～
回収品目の詳細に関しましてはP2をご確認ください。

③画像撮影、投稿 ～3月15日
回収風景や、回収した商品と一緒にPRしたいもの（企業名、社員様、
自社商品等）を撮影し、SNSにて投稿してください。
※エコ～るど京大でリツイート、シェアさせていただきます。
※#エコ～るど京大#reuse #京大プラ博とタグ付けして下さい！
※京大WEBに掲載してよいものはメールにて
ecocheck@eprc.Kyoto-u.ac.jpにお送り下さい。是非、会社・団体
の宣伝もあわせてお願いいたします！

④梱包、発送 ～3月15日
P4の発送方法についてを
ご確認ください。 【なるべく多くの方でシェアしてください！】

⇒ ＃エコ～るど京大 ＃reuse

団体による回収のお願い

●お申込みによる団体での回収を募集いたします
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応募はQRコードからお願いいたします
オーダーフォームQR
読み込みをお願いします

大量の場合、エリアとスケジュールをみて応相談いたします。

関西：安田産業㈱伏見工場 （〒612-8387 京都市伏見区下鳥羽平塚町111-1 ）

関東：㈱ecommit東京第2営業所 （〒358-0034 埼玉県入間市大字狭山台４丁目１２−１ ）

㈱ecommit北関東営業所 （〒374-0135 群馬県邑楽郡板倉町 大字内蔵新田48−1 ）

九州：㈱ecommit福岡営業所 （〒834-0067 福岡県八女市龍ケ原２０９−１ ）

〇運送費用・梱包費用はご負担願います

発送先

発送・梱包方法

⚫ 種類別に段ボールに梱包してください
⚫ 箱付きのものは箱のまま段ボールに入れてください
⚫ 破損の恐れのあるプラモデルなどは緩衝材などで梱包したうえで箱に入れてください
⚫ 環境負荷低減の観点から段ボールは中古を使用してください
※衣装ケースなどのプラスチックの箱には入れないでください

お預りしたものは、こちらの専門的判断により最大限活用させて頂
きます。ご寄贈頂いたものは、趣旨にご賛同頂いた上で、お届け頂
いたものとみなさせて頂きます。

3月15日までの発送を
お願いいたします。

応募方法 その他連絡事項＜ｐ4＞



活用事例 物販系企業 引越企業 学校法人

展開例

⚫ 販促イベントで回収
⚫ 新製品リリースイベントで回収

⚫ 持ち込んだ会員顧客へクーポン
配布

⚫ 引っ越し時の
お客様向けキャンペーン
で回収

⚫ 環境教育の一環として実施

⚫ 生徒と教師一体となってリ
ユース品を持ち寄り

メリット
1. 販売促進
2. 来店動機向上
3. 顧客満足度向上

1. 企業イメージの向上
2. 顧客満足度向上
3. 新規サービスの開発

1. 生徒の環境意識向上

2. 教師・学校関係者の環境
意識の向上

共通
メリット

企業・団体PR
1. 京都大学の発信等にて、参加企業・団体名を掲載
2. エコ～るど京大のSNSアカウントでリツイート・シェア
3. 回収品と合わせて自社製品や活動についても投稿可能！

京大超SDGｓシンポジウムは延期（7月開催予定）となります。

その際は再度参加団体を募集いたします。

団体回収参加の展開例とメリット

●企業として団結して取り組んでいただくことにより、絆を深めていただけると同時に、
京都大学等との連携を自社PRに活用することも可能です。



6

募集内容 応募要項

想いのこもった大小さまざまなぬいぐるみが多数集まります。洗
浄して、再びぬいぐるみとして、前の持ち主の想いと共にリユー
スするというのが基本形です。ただ、この活動を拡散するために、
更なるアイデアを募集します。
発表の場としては7月に予定されているシンポジウム＆博覧会

ですが、アイデアやコンセプト次第ではそれ以外にも検討いたし
ます。

＜募集＞
①ぬいぐるみリユースアートアイデア

ぬいぐるみを使ったインスタレーション作品等を募集します。
テーマやコンセプトやラフデザインがあれば、実際の作品を提
示する必要はありません。

②ぬいぐるみ《超》リユースアイデア

ぬいぐるみを使った、これまでになかったアイデアを募集します。
イベントと絡めた展開や、何かの団体とコラボしてのストーリー
作りなど、自由な発想で、ぬいぐるみとの持続可能な付き合い
方を考えてください。

★参加申し込みは
こちらから→

アート作品制作はじめ《超》リユース・リサイクルなアイデアも募集

●“想い“と共に回収されたぬいぐるみの、単なるリユースやリサイクルを超えた活用アイデアを募集します。

＜対象＞
どなたでも結構です

＜応募締切＞
３月以降もアイデアは随時募集いたします。

＜制作プロセス＞
制作が決定した作品については、できるだけ早く、こちら
からご連絡いたします。ぬいぐるみは、事前回収したもの
などを活用して頂く予定です。使用するぬいぐるみは、こ
ちらから送付予定です。場合によっては、京都大学内等に
て制作して頂く可能性もあります。

＜条件＞
極力素材に環境負荷が高い物を用いないように。決定後、
主催者と相談して、変更して頂く場合があります。

＜制作費＞
基本、こちらから必要物品を提供する予定ですが、制作デ
ザイン費用等は原則としてお支払いしません。場合によっ
ては、作品をオークション販売することも検討しており、そ
の場合の利益は、一部を寄付、一部を作者の必要経費に
充てる予定です。作品の権利は主催者に属するものとし
ます。

★決して、このためだけにぬいぐるみを購入しないでくださ
い！
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寄付先

①国連難民高等弁務官事務所 UNHCR
②国境なき医師団 MSF
③SECOND HARVEST JAPAN
④学内団体

今後の予定

5月～6月 エコ～るど京大初夏の陣にて、実施報告
（トレーサビリティ結果の報告を含む）

7月上旬 京都超SDGｓシンポジウム

（時期未定） 大丸京都店と連携したリユース回収キャンペーン
第二弾（ネクタイ等を追加予定）

寄付先とのコラボ企画
※2020年度以降、回収の常設化、品目の追加、他都市への拡大等も検討

情報開示について

①エコ～るど京大WEBサイト
https://eco.kyoto-u.ac.jp/
②ecommitオウンドメディアC-LOG
https://ecommit-kandk.com/c-log/
③報告書作成

企画運営体制

【企画幹事企業】
安田産業株式会社
株式会社ecommit

【協賛】
京都市

【環境監査】
京都大学

【イベント企画・運営支援】
エコ～るど京大

【作成途中に付き、ペンディング】補足資料：寄付先と情報開示について

https://eco.kyoto-u.ac.jp/
https://ecommit-kandk.com/c-log/

