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ウォータースタンド株式会社

ウォータースタンド株式会社は、持続可能な社会の実現の為、プラスチックごみの削減に取り組んでいます。
全従業員へのマイボトルの配布や、自動販売機内のペットボトル飲料撤廃等、社内におけるペットボトル削減に取り組んでいま
す。
また、今後は「脱プラスチック」の理念にご共感いただけるステークホルダーの皆様へもマイボトルを提供し、一丸となってプラ
スチックごみの削減に取り組んでいきます。

丸紅紙パルプ販売株式会社
プラスチック製包装資材は、現代社会における物品の包装・輸送に欠かせない素材でありますが、これらが河川・海洋に流出
し、マイクロプラスチック化すると、環境汚染に大きな問題となる事を認識し、当社は環境負荷の軽減につながる製品の販売に
積極的に取り組む事により、環境と経済の調和する持続可能な社会構築に、貢献する事を宣言致します。

ハープ株式会社

ハープ株式会社はペットボトルごみ削減を目的に、全従業員２５名へ水筒型のマイボトルを配布しました。　当社商材の浄水器
型ウォーターサーバー『ウォータースタンド』の水をマイボトルに入れ、持ち歩くことで、社内におけるペットボトル消費が激減しま
した。今後は『脱プラスチック』の理念に共感いただけるお客様にもこのマイボトルを配布し、一丸となってプラごみ削減に取り組
みます。

一般財団法人
大阪府みどり公社

農地中間管理機構及び地球温暖化防止活動推進センター等として、農地、森林、住空間、産業活動など、幅広い陸域を主な
フィールドに事業展開している公社は、海洋のマイクロプラスチック汚染に向き合い、ＳＤＧｓの達成に努めます。このため、使い
捨てプラスチック使用の削減、プラスチックごみのポイ捨ての防止、プラスチック代替品の活用、電子媒体の利用推進などプラ
スチックごみゼロに向け、自ら不断の取組を行います。

一般社団法人
カーボンマネジメントイニシアティブ

一般社団法人カーボンマネジメントイニシアティブは「カーボンマネジメント産業の発展を通じて、持続可能な共存共栄の未来を
つくる」をMissonに掲げ、主にエネルギー分野からSDGsを推進しています。今後海洋プラスチック汚染実態の理解を深め、使い
捨てプラスチックの削減、ポイ捨て防止等、プラスチックごみゼロに向け取り組んでいきます。

一般社団法人
省エネプラットフォーム協会

当協会ではSDGｓの一端を担い、中小企業のCO2の削減や省エネの推進を支援しています。
　「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、プラスチックごみゼロに向けた取組みを宣言し,資源の有効利用や海
洋プラスチック汚染問題の解決のため、プラスチックごみのポイ捨て防止、プラスチック代替品の活用などプラスチックごみのゼ
ロに向け取り組みます。

住友化学株式会社　大阪工場

住友化学株式会社は総合化学メーカーとして、多様な素材を提供しております。社業を通してＳＤＧｓの実現を目指している中、
プラごみによる海洋汚染の深刻な課題に対してこれまで以上に『つくる責任・つかう責任』を使命としています。木綿製エコバッ
グの社員全員配布や売店でのレジ袋削減キャンペーン、ポイ捨て禁止・ゴミ拾いなどの環境保全活動を実践する他、次世代の
有用な「ものづくり」にも貢献して参ります。

大阪ガス株式会社

大阪ガス株式会社は、環境との調和と持続可能な社会への貢献として、循環型社会を目指し、リデュース、リユース、リサイク
ルを徹底し、使用済資源の再使用・再生利用につとめます。中でも、ガス導管PE（ポリエチレン）管の廃材は、主に供給管の防
護カバーや導管の埋設位置を示す杭等に再生利用してきました。今後も、プラスチックごみゼロに向け、ガス導管PE管のリサイ
クル再資源化率100%を目指し取組みます。

株式会社フロンティア環境設備
株式会社フロンティア環境設備は「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、プラスチックごみを削減するため、エコ
バック、マイボトルの利用やごみのポイ捨ての回収など身の回りから取り組みます。

関西電力株式会社

関西電力株式会社は、循環型社会の実現を目指し、ゼロエミッション達成に向けた積極的な３Ｒ活動を展開しており、２０１８年
度まで９年連続で産業廃棄物リサイクル率９９．５％以上を達成しています。さらに今後、海洋プラスチック汚染実態の正しい理
解と取組意識の醸成を図り、使い捨てプラスチック発生抑制等によるプラスチックごみ削減に取り組むとともに、すべての廃棄
物のごみゼロに向けて３Ｒ活動を着実に推進していきます。

誠翔園

①.3R（リデュース・リユース・リサイクル）にリカバリーとリニューアブル、リフューズを加えた6Rの徹底した啓発運動　②.主に利
用する側からのレジ袋削減の推進と、ペットボトルをマイボトルに切り替えることの推奨　③.海洋プラスチックごみの8割以上が
陸域由来ということなので、淀川流域河川敷のゴミ拾いを定期的に行う等、プラスチックごみゼロに向けた取り組みを各種関連
団体と連携して行うことをここに宣言します。

アムスエコ株式会社

当社は、大阪府大阪市に本社を置く企業として、大阪府および大阪市が掲げる「SDGs先進都市」の一役を担えるよう自社の社
員と当社顧客様と連携し、海洋プラスチック汚染の実態の正しい理解を深めるとともに、使い捨てプラスチックの削減や3Rのさ
らなる推進、プラスチックごみのポイ捨ての防止、紙等のプラスチック代替品の活用など、プラスチックごみゼロに向け、自ら取
組みを行います。

成光精密株式会社
成光精密株式会社は、「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、削減のための新たな発想・視点での解決に向け
て、研究者・ベンチャー企業・町工場と一体となりオープンイノベーション体制にて新技術や従来にない発想のビジネスを生み
出し、ものづくりを通して社会に貢献致します。

株式会社日立製作所関西支社

環境長期目標「日立環境イノベーション2050」を掲げ、低炭素社会・高度循環社会・自然共生社会の実現に取り組みます。高度
循環社会では資源の効率的な利用を徹底し、当社が使用する水・資源の利用効率を2050年度までに2010年度比で50％改善
を推進しています。（廃プラスチックの再資源化、有効利用率向上等）
地域の清掃活動に積極的に参加し、海洋に流出するプラスチックごみの削減と資源循環に努めます。

積水ハウス株式会社
関西第一営業本部

「エコファースト企業」である積水ハウスの一員として、積水ハウス関西第一営業本部は、「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」
に賛同し、使い捨てプラスチックの削減、プラスチック代替品の活用、ゼロエミッションの深化・拡大とプラスチックごみに対する
３Ｒの再徹底などを実施し、SDGsの持続可能な目標12「つくる責任・つかう責任」及び目標14「海の豊かさをいまもろう」の実践
につなげます。

ミズノ株式会社

ミズノはバリューチェーン全体でプラスチックごみ削減を推進します。ものづくりではリサイクルプラスチックの使用を推進し、工
場や事務所ではごみ分別を徹底し廃プラスチックを固形燃料や各種器材等へリサイクルし、店舗では簡易包装を推奨してごみ
削減を目指します。また、大阪本社ではコスモスクエア地区の清掃活動や関西大学様と連携し大和河川敷清掃などコミュニ
ティの一員としてごみ削減に貢献します。

団体等名称 宣言概要



関西エアポート株式会社

関西エアポート株式会社では、”関西エアポート環境宣言”を公表し、使い捨てプラスチック使用量25％削減の目標のもと、関西
空港、大阪空港、神戸空港の3空港で廃棄物及びプラスチックの削減、分別、リサイクル、再資源化を推進しています。今後も
使い捨てプラスチックの削減やプラスチックごみの分別、空港内協議会を通じた意識啓発、清掃活動など、プラスチックごみゼ
ロに向け、取組を続けていきます。

象印マホービン株式会社

象印マホービン㈱は、2006年よりステンレスボトルを通して環境にやさしく健康的なライフスタイルを提案する、マイボトルキャン
ペーンを展開してきました。2019年には大阪府と「マイボトルユーザーにやさしい街おおさか」実現のため協定を締結しました。
社内では改めてペットボトルの使用ゼロを宣言し、これまで以上に積極的な啓発活動を行い、サステナブルな社会の実現のた
め邁進してまいります。

ネスレ日本株式会社
大阪府との包括連携協定に基づき、「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、府民啓発イベントにおける連携な
どさらなる取り組みの推進に協力します。

ポッカサッポロフード&ビバレッジ
株式会社　近畿支社

サッポログループは気候変動、食品ロス、海洋プラスチックごみ、地域活性化等、社会課題への取組みを推進し、2050年「循環
型社会に対応した容器包装」100％使用を目指します。リサイクル、リユースできる容器包装として使用している缶・びん・樽等
に加え、再生PET樹脂、生分解性プラスチック、バイオマス素材の利用、FSC®森林認証紙等「循環型社会に対応した容器包
装」に100％変更していく事で、容器包装による環境負荷低減を実現します。

日産大阪販売株式会社

日産大阪販売株式会社は「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、ゼロエミッション社会の実現に向けた3R活動
の更なる取組を実践すると共に、「おおさかマイボトルパートナーズ」及び「マイバッグ普及促進事業」への参画により、社内・取
引先・お客さま、全てのステークホルダーに対し「脱プラスチック」啓発活動を行い、プラスチックごみゼロに向け取り組んで参り
ます。

大和ハウス工業株式会社
大和ハウスグループは資源循環型社会の実現に向け、資源の持続可能な利用を目指し、３R活動を推進しています。SDGsの
達成と海洋プラスチック汚染ゼロを目標に、使い捨てプラスチックの削減及び代替、ペットボトルのリサイクルをはじめとしたプラ
スチックの循環利用への取り組み、従業員へのマイバッグやマイボトルの普及、河川や海岸などの清掃活動を推進します。

アストラゼネカ株式会社
アストラゼネカは、アストラゼネカのグローバルサステイナビリティ“ペットボトルゼロプロジェクト”に則り、海洋プラスチック汚染
の実態の正しい理解を深めるとともに、使い捨てプラスチックの削減や3Rのさらなる推進、プラスチックごみのポイ捨ての防止、
プラスチック代替品の活用など、2025年までにプラスチックごみゼロへ向け、不断の取り組みを行います。

花王グループカスタマー
マーケティング株式会社

近畿支社

花王はこれまでも製品ライフサイクル全体を通じて環境負荷の低減に取り組んできました。また生活者視点の包装容器開発を
通じてプラスチック使用量を削減してきました。さらなる削減に向けて私たちは強い意志と技術力をもって自然環境を損なうこと
なくこころ豊かな生活に貢献できるような包装容器を開発すると共に様々なステークホルダーと連携しながら進めてまいりま
す。

川上産業株式会社

川上産業株式会社はプラスチック循環社会の実現に向けて取り組みます。
再生原料を主原料としてプチプチ、プラパールを製造しCO2排出量削減を目指します。
使用済のポリオレフィン包材を回収後、分別し、再生原料メーカーで再ペレット加工を行い、再び製品としてお客様に使用して頂
くプラスチック循環システム「ループリサイクル」の取り組みによりプラスチックごみゼロ化を目指します。

株式会社ダスキン

ダスキンは、大阪府との包括連携協定に基づき、「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、プラスチック容器包装
の3Rとリニューアブル（再生可能資源への代替）を推進します。さらに、ダスキン環境目標2030（DUSKIN Green Target2030）を
掲げ、廃棄物削減や資源の有効活用により「化石資源由来プラスチック25％排出抑制（2020年度比）」を目標とするとともに、
「容器包装プラスチックリサイクル率60％」を目指します。

BRITA Japan 株式会社
BRITA Japan株式会社は、大阪府市と先に締結した「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向けての事業連携協定に基
づき「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、ペットボトルごみの削減に貢献すべく、マイボトルの普及を促進でき
るよう、環境/社会/経済の3側面にて支援してまいります。

株式会社新興製作所

新興製作所は、大阪府市が推進する「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、持続可能な循環型社会の構築に
向け「３Ｒ」の推進に協働で取組む事を宣言します。
1.従業員がマイボトル等を積極的に利用し、プラスチック製品の使用を削減する。
2.事業所等で使うプラスチック製品の調達は長く使えるものを選ぶ。
3.事務所等で使うプラスチック製品の調達はリサイクル製品を選ぶ。
4.従業員やお客様のプラスチックごみは分別や洗浄し、リサイクルを徹底する。

味の素ＡＧＦ株式会社

味の素ＡＧＦ株式会社は、資源循環型社会実現への貢献のため、プラスチックごみの削減に取り組んでいます。大阪府と連携
し「マイボトル活用推進」や「プラスチックごみ削減」の訴求をテーマにした販促媒体を作成し、流通小売店様へご提案していき
ます。店頭などで生活者の皆様へ粉末飲料を用いたマイボトル活用シーンを訴求し、「使い捨てペットボトル削減」に貢献しま
す。

中西金属工業株式会社

中西金属工業株式会社は、大阪府包括連携協定に基づき、「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、プラスチッ
クごみの削減を推進します。当社は、グループとして社会課題に向き合う企業風土を構築し、持続可能な社会の実現に貢献で
きる企業を目指しています。事業活動における削減活動を更に推進していくとともに、大阪府の活動に積極的に協力し、プラス
チックごみゼロの実現に向けて取り組んで参ります。

LINXAS株式会社
「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、プラスチックごみゼロに向けた取組みを宣言致します。お客様にお渡し
などするお飲み物について、ペットボトル製品をやめてウォーターサーバーを設置しました。少しずつでも減らしていけるように
今後も取り組みます。

株式会社アカカベ

株式会社アカカベは大阪府との包括連携協定に基づき、「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同させていただき、３
Rのさらなる推進をいたします。
①従業員が積極的にマイボトルの利用をいたします。
②お客様にマイバッグの使用を促進します。
③府民啓発イベントにおける連携をいたします。



 株式会社和紙の布

「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同します。
我々は間伐材から布を作る技術を有しており木の国、日本ならではの取組です。
国内の間伐材を有効利用する事で、森林整備に繋がります。我々の木繊維はプラスチックを使用しませんので海洋を汚染する
ことはありません。木繊維は地中に埋めてしまうと数ヶ月で微生物により分解し地球へと還ります。私達は地球に優しい繊維を
作りプラスチックごみの削減に取組ます。

株式会社由松総本店
関空温泉ホテルガーデンパレス

株式会社由松総本店　関空温泉ホテルガーデンパレスは、循環型社会の実現をめざし、紙製のプラスチック代替品の活用、客
室アメニティへのプラスチック代替品の活用、従業員へのマイバックやマイボトルの普及、河川や海岸などの清掃活動を推進
し、プラスチックごみゼロに向け不断の取組みを行います。

株式会社ホテル京阪
（ホテル京阪 天満橋、

ホテル京阪 天満橋駅前、
ホテル京阪 淀屋橋、

ホテル京阪 京橋グランデ、
ホテル京阪 ユニバーサル・タ

ワー）

株式会社ホテル京阪では、循環型社会に寄与するライフスタイルの提案と実現を目指し、お客様にご使用いただく歯ブラシをプ
ラスチック製からバイオプラスチック製に変更しました。また、その他のアメニティ製品については、必要なものだけをお持ちいた
だくアメニティーバーでの提供に変更するとともに、アメニティの持参や持ち帰りをお願いするなど、プラスチックごみの削減する
取り組みを行っております。

株式会社ホライズン・ホテルズ
（ハイアットリージェンシー大阪）

株式会社ホライズン・ホテルズ(ハイアットリージェンシー大阪)では地球を取り巻く環境の改善に取り組み、身近な事はもちろん
の事、外部企業と連携しながら、持続可能な取り組みを実行しております。
お客様に提供するアメニティやペットボトル飲料等のプラスチック製品の代替品として紙製品の活用を推進すると共に、地域の
清掃活動等にも積極的に参加し、プラスチックごみゼロに向け、将来に渡り取り組みを行ってまいります。

アイエスエイ株式会社
（桜ガーデンホテル）

アイエスエイ株式会社は、「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、プラスチックごみの削減を推進します。アメニ
ティのリサイクルをはじめとしたプラスチックの循環利用や代替品としてバイオマス製品を取り入れました。プラスチックごみゼロ
の実現に向けて大阪府の活動に積極的に協力し取り組んで参ります。

株式会社近鉄・都ホテルズ
（シェラトン都ホテル大阪、
大阪マリオット都ホテル、
都シティ 大阪天王寺、
都シティ 大阪本町、

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ）

株式会社近鉄・都ホテルズは「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、プラスチックごみの削減に取り組みます。
客室アメニティやレストランで使用されるプラスチック製品の代替素材化に加え、館内のペットボトルについても、ウォーター
サーバーの導入によるマイボトル化を推進し、プラスチックごみの削減に努めます。今後も積極的に脱プラスチックに取り組み、
持続可能な社会の実現を目指します。

道頓堀ホテル
道頓堀ホテルは、循環型社会の実現をめざし、紙製のプラスチック代替品の活用や、アメニティのリサイクルをはじめとしたプラ
スチックの循環利用への取り組み、従業員へのマイバッグやマイボトルの普及、河川や海岸などの清掃活動を推進し、プラス
チックごみゼロに向け、不断の取組みを行います。

大和リース株式会社
大阪本店

大和リース株式会社大阪本店は、「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、プラスチックごみの削減を推進しま
す。泉南りんくう公園の指定管理者として、ビーチクリーンの実施、ペットボトル商品の販売削減、マイバッグ、マイボトルの推進
を行っております。今後もプラスチックごみ削減と河川や海岸の清掃活動を行い、プラスチックごみゼロの実現に向けて取り組
んで参ります。

ホテルザフラッグ株式会社

ホテルザフラッグ株式会社は、すばらしい地球の環境を次世代へ引き継ぐため、プラスチックごみの削減に取り組んでいます。
年間10万本の使用ペットボトルの削減、アメニティ使用数を減らすためのエコ清掃の推進をすでに行っています。
今後、プラスチック使用量を削減したアメニティへの置き換え等、プラスチックごみのさらなる削減のため、不断の努力を進めて
いきます。

御堂筋ホテル
御堂筋ホテルは、循環型社会の実現をめざし、紙製のプラスチック代替品の活用や、アメニティのリサイクルをはじめとしたプラ
スチックの循環利用への取り組み、従業員へのマイバッグやマイボトルの普及、河川や海岸などの清掃活動を推進し、プラス
チックごみゼロに向け、不断の取組みを行います。

アース製薬株式会社

アース製薬では、製品のライフサイクル全体での環境負荷低減を意識した、3R「リデュース(減量)、リユース(再使用)、リサイク
ル(再生)」の視点で製品開発に取り組んでいます。容器・包装材の減量化、製品のコンパクト化やロングライフ化は、省資源や
家庭のごみ削減になり、輸送効率の向上・省エネルギー・CO2削減にもつながります。今後は大阪府との包括連携協定に基づ
き、3R視点の製品開発をさらに推進して参ります。

メルシアター鈍色の風

弊社は、循環型社会の実現をめざし、紙製のプラスチック代替品の活用や、アメニティのリサイクルをはじめとしたプラスチック
の循環利用への取り組み、従業員へのマイバッグやマイボトルの普及、河川や海岸などの清掃活動を推進し、プラスチックご
みゼロに向け、不断の取組みを行います。
また、持ち主不明の忘れ物や、不用品として顧客が置いていかれた衣服に関してもリサイクルを推進します。

レジェンドランド大阪合同会社
イビスバジェット大阪梅田

レジェンドランド大阪合同会社は、持続可能でより良い世界を目指し、プラスチック製品の代替製品への転換に取り組みます。
また、これまで続けてきた周辺地域の清掃活動を今後も推進し、従業員一人一人がプラスチックごみゼロに向けた意識を持つ
ことに努め、循環型社会の実現を目指した取り組みを続けて参ります。

株式会社キャッスルホテル
（ロッジ舞洲［舞洲野外活動セン

ター］、ホテル・ロッジ舞洲　ネスト）

株式会社キャッスルホテルでは「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、客室アメニティ等で使用されるプラス
チック製品については代替素材化を実施します。また2022年7月に「エシカルリゾート」宣言を発表し、都市型リゾート施設である
当ホテルの進むべき事業理念として、人や地球環境、社会、地域などにやさしい「エシカルリゾート」がふさわしいと考え、ブラン
ドメッセージに掲げ様々な取組みを行って参ります。

難波みなみ法律事務所
当事務所ではプラスチックごみの削減を図るため、マイバックの常用、使い捨て食器やコップの使用を控える、マイボトルやマイ
箸の携帯、クライアントに提供する飲料水やお茶もプラスチック製品の利用を回避するなどの取り組みを積極的に行います。



株式会社ニュー・オータニ
ホテルニューオータニ大阪

ホテルニューオータニ大阪は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に基づき、3R+Rを促進し、提供方法および
提供する製品の工夫をおこなうことで、ごみゼロを目指します。社員教育に対しても熱意をもって継続的・計画的に取り組み推
進してまいります。

株式会社ロイヤルホテル
リーガロイヤルホテル(大阪）

株式会社ロイヤルホテルは、使い捨てプラスチック製品の排出抑制と資源循環への取り組みとして、３Ｒ+Ｒ（Reduce/ごみ削
減、Reuse/再利用、Recycle/リサイクル、Renewable/再生素材活用）を積極的に推進し、製品の工夫（リサイクル素材などの環
境配慮型の素材を使用した製品への代替等）と、提供の工夫（ご利用時の要・不要のお声掛け等）によりプラスチックごみの削
減に取り組んで参ります。

株式会社
パイロットコーポレーション

パイロットコーポレーションでは、使用済みのプラスチック製筆記具を回収し、リサイクルすることで、環境負荷の低減ならびに
循環型社会の実現へ向けて取り組んでいます。大阪府では弊社西部支店ならびにお取引先の店頭等で回収ボックスを設置
し、展開中です。今後も当社グループだからこそできる取り組みをお取引先様とともに推進してまいります。

株式会社ウェルカムジャパン
株式会社ウェルカムジャパンはSDGs先進企業を目指し、社内で海洋プラスチック汚染の実態の正しい理解を深めるとともに、
館内や客室から出る使い捨てプラスチックの削減や3Rのさらなる推進、プラスチックごみのポイ捨ての防止、紙等のプラスチッ
ク代替品の活用など、プラスチックごみゼロに向け、自ら不断の取組みを行います。

合同会社
恵美寿グロースリミテッド

合同会社恵美寿グロースリミテッドはSDGs先進企業を目指し、社内で海洋プラスチック汚染の実態の正しい理解を深めるとと
もに、館内や客室から出る使い捨てプラスチックの削減や3Rのさらなる推進、プラスチックごみのポイ捨ての防止、紙等のプラ
スチック代替品の活用など、プラスチックごみゼロに向け、自ら不断の取組みを行います。

ワールド・ブランズ・コレクション
ホテルズ＆リゾーツ株式会社
イビススタイルズ大阪難波

ワールド・ブランズ・コレクションホテルズ＆リゾーツ株式会社（イビススタイルズ大阪難波）は、循環型社会の実現を目指し、プ
ラスチック代替品の活用や、アメニティのリサイクルをはじめとしたプラスチックの循環利用への取り組み、従業員へのマイカッ
プの普及、アコーグループで定める環境保護のためのガイドラインの遵守、近隣の清掃活動を推進し、プラスチックごみゼロに
向けて継続的な取り組みを行ってまいります。

ワールド・ブランズ・コレクション
ホテルズ＆リゾーツ株式会社

イビス大阪梅田

イビス大阪梅田は、循環型社会実現のため、紙製のプラスチック代替品アメニティを活用し、使い捨てプラスティック製品削減
の取組みを行います。

有限会社オクトバース
（ホテルクライトン江坂）

有限会社オクトバースは、運営委託先のホテルクライトン江坂にて、循環型社会の実現をめざし、プラスチック代替品の活用
や、アメニティのリサイクルをはじめとしたプラスチックの循環利用への取り組み、従業員へのマイバッグやマイボトルの普及を
し、プラスチックごみゼロに向け、不断の取組みを行います。

株式会社グレートステイ
（D3 HOTEL、D2 HOTEL、

Hokusai Stay）

株式会社グレートステイは、循環型社会の実現を目指し、プラスチック製の歯ブラシ、剃刀などのアメニティを廃止し、プラスチッ
クごみゼロに向け、不断の取り組みを行います。

SAYAスイート岸里
SAYAスイートでは、サステナビリティの観点から、連泊の際、お客様の要望がある場合を除き、清掃やアメニティの補充を行い
ません。それにより、使い捨てアメニティの使用を減らしております。また、スタッフにはごみの分別を徹底してもらい、リサイク
ルできるものを増やし、プラスチックごみの削減を目指します。

FIVE HOTEL OSAKA
FIVE HOTEL OSAKAは、循環型社会の実現をめざし、紙製のプラスチック代替品の活用や、アメニティのリサイクルをはじめと
したプラスチックの循環利用への取り組み、従業員へのマイバッグやマイボトルの普及を推進し、プラスチックごみゼロに向け、
不断の取組みを行います。

ホテルメルパルク大阪
ホテルメルパルク大阪は、循環型社会の実現をめざし、紙製のプラスチック代替品の活用や、アメニティのリサイクルをはじめと
したプラスチックの循環利用への取り組み、従業員へのマイバッグやマイボトルの普及など、プラスチックごみゼロに向け、不断
の取組みを行います。


