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　１２月０７日（月）
1 凸版印刷・・・耐久性５倍以上　産業用シート　原材料にバイオＰＥ使用

　凸版印刷は、バイオマスプラスチックを用いて耐久性に優れる産業用シートを開発し
たと発表した。従来のブルーシートに比べＣＯ２排出量を焼く３０％削でき、耐久性は
５倍以上。屋外で長時間使用しても変退色や強度変化が極めて少ない。一般産業用シー
トや液体輸送コンテナなどのシート加工品として来年４月から販売する。
　開発した産業用シート「バイオタフ」は、原材料に植物由来のバイオマスＰＥを約
４５％使用。独自の表面加工技術、適正評価技術を駆使することで、環境配慮性と産業
用シートとしての機能を両立させた。
　価格はシート形状で１平方メートル当たり５００円。建築業界や物流業界向けの産業
用途だけでなく、企業や自治体の災害、備蓄用途としても拡販する。

12 社説・・・ＣＯＰ２１　合意に向け詰めの交渉へ
　先月２０日からパリで始まったＣＯＰ２１が後半戦を迎えた。先週３日には協定原案
も示されているが、全締結国の賛同が得られるかは予断を許さない。１９９７年のＣＯ
Ｐ３で採択された京都議定書には、米国、中国、インドなどのＣＯ２の大量排出国が不
参加だったのに対し、今回は締結１９６か国すべてに貢献を求めている。この間、先進
国対途上国という構図は変わっていない。今回は、米中首脳が合意に向けた意欲を事前
に示すなど政治的意思があったことは大きい。また排出量にして８７％を占める１５０
カ国が約束草案を提出するなど、温暖化問題に対する危機意識の共有が進んだ。
　議論すべき内容は山積している。目的、緩和、適応、支援、透明性など、どこまで
差異化を認めるのか、今週末１１日の最終日に向けて閣僚級による詰めの交渉に入る。
　日本としては２国間クレジット制度（ＪＣＭ）への期待も大きく、その仕組みづくり
も重要なテーマだ。合意文書には、「産業革命前からの気温上昇を２度Ｃ未満に抑える」
というＣＯＰ１６の決定を盛り込む方向で、先週の作業部会では５年ごとに目標を見直
すことも決まった。
　一方で全員参加を優先し、法的拘束力の限られた緩やかな合意に落ち着くとみられ、
なお多くの課題が残りそうだ。詳細なルールの議論は合意後が本番。パリは通過点と
考え、歩みを止めぬよう望む。

12 ＪＸ－東燃ゼネ統合合意・・・国際競争力に危機感　勝ち残りへ経営資源集結
　ＪＸホールデイングス（ＨＤ）と東燃ゼネラル石油が経営統合することで基本合意し
た。かつて１０社以上が乱立した石油業界も再編が最終形態へと向かい、先に統合を決
めた出光興産－昭和シェル石油連合との２強時代を迎えようとしている。両社首脳によ
る３日の記者会見の席上、ＪＸＨＤの内田幸雄社長は石油業界の再編の歴史を振り返り
ながら「２０１０年のＪＸＨＤ誕生時に目標とした施策はそれなりに実施できた。ただ、
５年がたって環境も変わり、構造的な燃料油の減少は続いている。単独でも合理化は追
及できるが、２０年、３０年先を見据えたとき、諸外国と比した競争力はまだ見劣りす
る」と統合の意義を述べた。東燃ゼネラル石油は１２年６月のエクソン・モービルから
の独立から３年超が経過。武藤潤社長も当初思い描いた製販一体によるサプライチェー
ン全体での付加価値創出に一定の手応えを得つつ、「単独でも生きて行けたかもしない
が、目的は単なる生き残りではなく、より大きく成長していくこと」と強調した。
　武藤社長は統合に向けた東燃ゼネラルの役割について「効率改善と一言で言ってもそ
の定義は曖昧だ。それは何で、どうやって図り、どういう仕組みを採り入れるのか。こ
の１０年、２０年、われわれはそこを追求してきており、ＪＸという大きなポートフォ
リオのなかで資本効率重視の経営をしていきたい」と語った。武藤社長が拘るのが、
東燃流の経営管理システムの導入。統合の基本方針に「従来の経営管理手法、組織体制
などにとらわれず、ゼロベースで検討する」との文言を盛り込み「よりしっかりとした
ＰＤＣＡプロセスを持つ経営管理を導入し、子会社にも展開していく」と述べた。
　両社は統合５年内に１０００億円の合理化効果の発現を目指す。製油所や油槽所の統
廃合、石油化学事業部門の一層の効率化などが柱で、ＪＸ日鉱日石エネルギーの杉森務
社長は「関東と関西に製油所の重なりがあるので、ここをどうするかが大きな課題」と
述べた。また、川崎地区で両社それぞれ保有するエチレンセンターについては「当面は
原料の一層の効率化などを追及するが、その先、エチレンの需要が減っていく場合には
設備を１つにするということも検討課題となっていくだろう」との考えを示した。
　ＪＸＨＤの木村康会長は「国内の製油元売り事業の基盤強化を優先するが、中・下流
の海外展開、あるいは国内で進む電力、ガスの自由化の流れのなかで総合エネルギー企
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業化を目指す。潤滑油や高機能素材の選択と集中も進めていきたい」と述べた。また、
需要が伸びるアジア進出も加速する考えで、「それに耐えられるような企業の体質、規
模の整備が急務だ」（内田社長）。

　１２月０８日（火）
1 ユニチカ・・・ナイロンフィルム　中国生産から撤退

　ユニチカは７日、中国でのナイロンフィルム生産から撤退すると発表した。同日開催
した取締役会でナイロンフィルム製造販売会社の「ユニチカエンブレムチャイナ」（出
資比率ユニチカ７０％、三井物産３０％）について、将来の収益性などを勘案して解散
を決議。２００４年の設立以来取り組んできた中国でのナイロンフィルム生産拠点を閉
鎖することとした。今月中に生産を終了予定。
　同社にとってナイロンフィルムは主力中の主力事業。同時に２軸延伸による高品質を
武器に世界でもトップシェアを誇り、日本の宇治事業所（京都府）及び中国、インドネ
シアに生産拠点を保有。今年４月にはインドネシアに導入した２号機ラインを本格的に
立ち上げ、販売量の拡大に寄与している。
　一方、中国拠点は進出当初から競合メーカーが乱立して厳しい状況が続き、安定した
収益をあげられていなかった。今後もハイバリアフィルムなど高機能品では日本やイン
ドネシアからの輸出で攻勢をかけるが、汎用品市場からは手を引く考えだ。
　中国拠点の生産能力は年産５０００㌧、日本とインドネシアは２拠点合計で４万１５
００㌧の設備を持つ。

3 セブン＆アイ・・・ＰＥＴボトル自動回収機、コンビニにも設置
　セブン＆アイ・ＨＤは、コンビニエンスストアでは初めて江東区にあるセブンイレブ
ンの店舗にＰＥＴボトル自動回収機を設け、廃ＰＥＴボトルをリサイクル資源として国
内循環させる取り組みを始めた。環境省の実証実験の一環。ＰＥＴボトルの循環推進に
向け、店頭回収された資源を効率よく運び、国内でリサイクルする一環したシステムと
なる。
　現在グループ傘下のイトーヨーカ堂、ヨークベニマル、ヨークマートの各社店舗には
２９２台（２６０店舗）のＰＥＴボトル自動回収機を設置している。年間約４０００㌧
のＰＥＴボトルを回収して再利用、一部セブンプレミアム商品などのパッケージなどに
商品化する。循環型モデルの拡大を目指す。

12 東ソー、３０年ぶり中計始動・・・早期に営業利益率１０％へ、スペシャリテイ重点
　東ソーが来期、３０年ぶりに中期経営計画を始動させる。期間は３か年に設定。財務
体質の改善を受け、新たな成長のステージに移行する。引き続きコモデイテイとスペシ
ャリテイの両輪を柱に据え、早期に売上高営業利益率１０％の達成を目指す。成長領域
と位置付けるスペシャリテイ事業群は各事業で同２０％を確保したい考えだ。
　宇田川社長は、足元の事業環境はナフサ安や円安基調で追い風が吹いているとしなが
ら、「原燃料価格や為替、海外市況などの外部環境は想定外に動くこともある」とし、
減速する中国経済への懸念について言及した。

12 エチレン１１月生産・・・フル操業を継続
　経産省製造産業局化学課がまとめた統計によると、２０１５年１１月のエチレン生産
は前年同月比０．９％減の５８万３２００㌧だった。前月比では０．８％減。稼働率は
９５．３％と前月に比べ２．３ポイント上昇した。
　アジアのエチレン市況は好況が続いているうえ、国内需要も今年９月以降上向いてお
り、「実質フル稼働の高水準の状態が続いている」。国内エチレン設備は現状１３基あ
り、月換算の生産能力は６０万トン弱と推計される。１１月は定修を実施したプラント
はなく、各設備ともフル操業を続けた。中国などは誘導品プラントの生産拡大が続き、
原料のエチレンが不足している状況。ここに日本のエチレンが振り向けられている。
エチレンのアジア市況は１トン当たり１０００ドルを超える水準にあり、下落基調の
ナフサ価格との値差も獲得しやすい。国内需要も９月から前年比プラスに転じており、
国内外とも石化の事業環境は好調に推移している。

12 木村康石連会長会見、ＯＰＥＣ総会にコメント・・・原油価格　当面現行水準で推移
　石油連盟の木村康会長は、４日に開催されたＯＰＥＣ総会終了にあたりコメントを発
表した。ＯＰＥＣは今後数か月間の市場の動きを観察することで合意し、生産水準につ
いては具体的に言及しなかった。木村会長は「ＯＰＥＣは世界の原油需要は堅調な伸び
を続けると想定するも、市場に対する不透明要素が多く、方向性を決定するにはさらな
る時間が必要と判断した。今回の決定は現行生産量に大きな変更を生じるものではなく、
需要への影響は少ないと想定される」とし、原油価格（ドバイ）は当面、現在の水準で
推移すると見通した。



　１２月０９日（水）
1 ベトナム化学産業・・・ＴＰＰ弾みに投資期待、石化など川上分野に力

　ベトナム商工省国際協力局のリー・フー・フック局長はこのほど、「石油化学品や基
礎化学品などの分野に力を入れる」方針を示した。ＴＰＰによって海外企業による新た
な投資ブームを期待する中で、特に輸入比率の高い石化や基礎化学品に対する期待感を
表明した。
　フック会長は「ベトナムは化学品の市場の潜在力はまだある一方で、技術の不足とい
う問題から十分に活用できておらず、大部分を輸入に依存している」と指摘。今後の製
造業全体に関しては、労働集約型産業が更に成長するとの考えを示した。なかでも繊維
産業は関税免除の対象とされる原産地条件で、原糸生産から縫製まで行う必要がある“
ヤーン・フォワード”が適用されることになり「従来は加工（川下分野）の投資が多か
ったが、これからは川上の原糸にも投資が積極化するだろう」と期待を込めた。
　また、近年のデータから、外資企業が急速に成長している反面、地元企業は停滞して
いる傾向がうかがえることから、「外資系とローカルがＷｉｎ－Ｗｉｎになるように、
各企業が連携できる政策が重要とし、零細、小企業が大手の下請けにするといった方法
で、ベトナム企業がレベルアップできる施策を実行する」との方向性を明らかにした。

2 中国・・・石油製品輸出を拡大、豪州向け等ＭＲ船需給締まる
　中国の石油製品輸出拡大がアジア海運業界の注目を集めている。中国石油（ペトロチ
ャイナ）などメジャー３社は来年、製油所閉鎖が相次いだ豪州などに向けてガソリンや
軽油の輸出を大幅に増やす方針。原油価格の下落や中東での新製油所稼働もあり石油製
品を輸送する中型タンカー（ＭＲ船）需給を引き締める要因となっている。
　中国では内需見合いで製油所の稼働率を調整するため、石油製品の輸出はこれまで、
シンガポールや韓国、ロシアなど一部の国にとどまっていた。しかし、精製能力の急増
と国内景気の停滞を受け、ここ１～２年で様相が変化。石油エネルギー技術センター（
ＪＰＥＣ）によると、２０１４年の石油製品輸出量は役３０００万㌧と０５年比で倍増
した。
　こうした状況は、ＭＲ船の需給を引き締める効果を生んだ。ＭＲ船は今年、グローバ
ルで１２０～１３０隻の新造船が就航。１６年も８０隻程度が計画されており、昨年は
需給緩和を危惧する向きが大勢だったが、予想に反して今年夏場には傭船料が急騰した。
　中東での政府所新設も需給を引き締めた要因となった。今年ＵＡＥのルワイスでアブ
ダビ石油が、サウジアラビアノヤンブーではサウジアラムコとＳＩＮＯＰＥＣの合弁会
社が、それぞれ処理能力日量４０万バレルの製油所を稼働。アジア向け石油製品輸出が
増えた。

3 中国　中化集団泉州石化・・・１００万㌧エチレン新設認可取得
　石炭化学の隆盛が著しい中国で、石油化学系の新たなエチレン大型プロジェクトが動
き出した。中化集団（シノケム）傘下の中化泉州石化有限公司（福建省泉州市）が申請
したエチレン年産１００万㌧を軸とするプロジェクトが先週、福建省発展改革委員会の
認可を取得した。併せて精油精製能力を現状の年１２００万㌧から１５００万㌧に引き
上げる。総投資額は４３０億元強。ＰＸ年産８０万㌧のほか、十数品目の生産設備を導
入する計画。中国のスチームクラッカーは、現５カ年計画に入って新増設がなかった。
　１６～２０年の第１３次５カ年計画中は本計画のほか、中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）
の恵州（広東省）２期・年産１００万㌧、中国石化（ＳＩＮＯＰＥＣ）の海南（海南省）
１００万㌧といったプロジェクトが順次稼働すると見込まれる。

3 中国　飲料ボトル用シュリンクフィルムのＰＥＴ化進展・・価格下落、加工技術が向上
　中国で飲料ボトル用シュリンクラベルのＰＥＴ化が急速に進んでいる。外資系に止ま
らず、民族系の飲料メーカーの間でもＰＶＣからＰＥＴ系に置き換える流れが強まって
いる。この勢いが続けば「３年後にはＰＶＣから完全に切り替わる」との観測も出てき
ている。

3 シンガポール　シェル　ＦＭ宣言
　シェルはシンガポールのナフサクラッカーに続いて、ＥＯ、ＭＥＧについてもフォー
スマジュール（ＦＭ＝不可抗力による供給不能）を宣言した。ナフサクラッカーから生
産されるエチレンの多くは、自社の誘導品であるＭＥＧ等で消費されており、自社エチ
レン誘導品についてもＦＭを宣言することで、顧客である他のエチレン誘導品企業への
供給減少を最小限に食い止めるのが狙い。
　同社ではスポット市場でエチレンやプロピレンを調達し、誘導品企業への供給を優先
する意向だ。同社がブコム島に有するナフサクラッカーは１１月末、技術的な問題によ
り稼働を停止した。１２月１日、クラッカーについてＦＭを宣言していた。



4 ＰＥＴボトルリサイクル推進協　１４年度報告・・・軽量化率１５．６％達成
　リサイクル率減少も、世界最高水準を維持

　ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会（古塩秀一会長）はこのほど、２０１４年度の活
動実績をまとめた「ＰＥＴボトルリサイクル年次報告書２０１５」を発刊した。容器の
軽量化を進める中、主要１７種ボトルのうち１２種で目標を達成。指定ＰＥＴボトル全
体での軽量化率は１５．６％となった。ＰＥＴボトルの成形技術・充填技術の進展によ
りリデユースに対する取り組みは着実に進展している。一方、リサイクル率は８２．６
％で前年度比３．２ポイントの減少となった。しかし、世界最高水準のリサイクル率を
維持していることから、業界全体をあげてさらなるリサイクルの普及を図る。
　指定ＰＥＴボトル販売量５６万９０００㌧のうち、リサイクル量は４７万㌧、内訳と
しては、国内再資源化量で２７万１０００㌧、海外再資源化量で１９万９０００㌧。
バージン樹脂原料の低下などが要因として考えられる。ただ、この数値はいぜんとして
世界最高水準を維持している。１３年度の欧州のリサイクル率は４０．７％、米国では
１４年度で２１．６％の状況だ。
　国内向け再生フレークの利用状況としては、ボトルtoボトル（ＢtoＢ）への利用が、
前年度から６７００㌧減の３万３６００㌧となった。メカニカルリサイクルでのボトル
用途は微増したものの、ケミカルリサイクル製品の一部が他用途に使用されたことなど
が影響した。しかし、新規のメカニカルリサイクルが稼働し、ＢtoＢ用途に使われ出し
たことから、来年度の調査ではＢtoＢリサイクルの新たな伸長が見込まれる。
　会見で古塩会長は「欧米に比べ高水準で推移するリサイクルの取り組みは、決して
後退したものではない」と強調。「リサイクル、リデユースの啓発活動を引き続き強化
し、社会に貢献していきたい」とした。

11 ＧＤＰ改定値　７－９月期・・・年１％増に上方修正
　内閣府が８日発表した２０１５年７－９月期のＧＤＰ改定値は、物価変動の影響を除
いた実質で前期比０．３％増となり、速報値（前期比０．２％減、年率換算０．８％減）
から上方修正された。
　企業の設備投資が大幅に引き上げられ、実質ＧＤＰは２四半期ぶりのプラスに転じた。
物価の影響を反映し、生活実感に近い名目ＧＤＰは前期比０．４％増（速報値０．０１
％増）、年率１．６％増（同０．１％増）だった。

　１２月１０日（木）
1 三菱ケミカル、新中計「ＡＰＴＳＩ２０」・・・５カ年で成長投資１兆円
　戦略分野５割、収益力強化も

三菱ケミカルＨＤは、２０２０年度に営業利益を１５年度予想比３７％増の３４００億
円に拡大させる５カ年の新中計を策定した。来年度から適用する国際会計基準（ＩＦＲ
Ｓ）ベースの目標は３３００億円。成長投資は１兆円を計画し、このうち半分の５００
０億円を戦略投資に充てる。米国で開発中の新薬の販路確立や、ＭＭＡ、産業ガスの
生産強化でＭ＆Ａを計画する。化学系３社の統合のほか、テレフタル酸など不採算事業
の整理にも踏み切り資本効率の向上を図る。ＲＯＥは現状の６％から１２％に引き上げ
る。

1 ダウ・デユポン合併報道・・・欧米２大化学時代へ
　米国で巨大化学企業が誕生する可能性が高まっている。合併に向けて交渉中と報じた
米紙の報道に、ダウ・ケミカル、デユポン両社とも一切コメントしていないが、こうし
た場合に通常行う「観測に基づく情報にはコメントしない」も出していないことから、
近く正式発表となる公算が大きい。今後、公正取引委員会などの認可や株主の合意など
大きな作業が待っているが、実現すれば独ＢＡＳＦを含めて欧米は“２大スーパージャ
イアンツ時代”を迎えることになり、世界の化学産業への影響力も強めそうだ。
　２０１４年の売上高は、ダウ・ケミカルが約５８１億ドル（約７兆１０００億円）、
デユポンが約３４７億ドル（約４兆３０００億円）。合併すれば、ＢＡＳＦの約７４３
億ドル（約９兆１０００億円）を抜きトップに躍り出る。

2 サダラ・ケミカル始動・・・アラムコ・ダウ合弁　第１号のＰＥ稼働
　ダウ・ケミカルとサウジアラムコの合弁サダラ・ケミカルが、ＰＥ設備の稼働を始め
た。建設中の２６基ある石化設備のうち第１号となる稼働設備で、ソリューションＰＥ
２基（合計年７５万㌧能力）のうちの１つ。石化コンプレックスの中核となるクラッカ
ーは、ナフサやエタンなど多様な原料を使用できる設計で、中東でナフサを原料に用い
る初のクラッカーとなる。年産能力はエチレン１５０万㌧、プロピレン４０万㌧で、近
く本格稼働する見通し。
　原料安が続く中、サウジアラムコは川下の石化事業拡大日本腰を入れようとしており、
住友化学との合弁ペトロラービグと併せ、サダラ・ケミカルを成功モデルとして石化市
場での存在感を高める戦略だ。



10 大日本印刷・・・ボトル用無菌充填システム　水使用量を９割低減
　大日本印刷は９日、新たなＰＥＴボトル用無菌充填システムを開発し、国内の飲料メ
ーカーで初めて採用されたと発表した。新システムはボトル成型機と充填機を一体化し、
滅菌後の洗浄工程を無くした。水の使用量を約９割低減でき、ボトル軽量化で環境負荷
の低減も図っている。また炭酸飲料にも兼用できるＰＥＴボトル用無菌充填システムで
は、水の使用量削減の加えて、耐熱圧用のＰＥＴボトルの軽量化も可能にしている。
ジュースなどミネラルウオーター以外の内容物に、内容量３５０～５５０ミリリットル
、重量１４．６グラムの国内最軽量レベルとなるＰＥＴボトル用製品も実用化し、軽量
化による輸送効率改善と環境負荷低減も実現している。

12 丸善石化　千葉の競争力強化・・・来年のエチレン定修時、イソドデカン出荷設備等
　丸善石油化学は、２０１６年に実施する千葉工場第３エチレンプラント（３ＥＰ）の
定修時に競争力強化策を実行する。従来よりも長い期間をかけ、老朽化設備の更新だけ
でなく、殺虫剤向けで成長が見込めるイソドデカンの出荷設備のテコ入れや、数億円規
模の省エネ対策も施す。今後予想される原料多様化による国際競争の激化に備え、事業
基盤を一層強固にする。

12 丸善石化　９月中間決算・・・利益が大幅改善
　丸善石化の２０１５年９月中間決算は、エチレンなど主要製品市況の改善や、非定修
年だったことによる固定費の減少などにより、営業利益が前年同期比９６億円増の１１
０億円となるなど、各利益段階で増益を確保した。経常利益は同８５億円増の１１４億
円、純利益は同４２億円増の６２億円。
　非定修年であったことから製品販売数量は同６．５％増の１８９万㌧と増えたが、原
油やナフサ価格の下落により売上高は同５１０億円減の１８５７億円となった。

　１２月１１日（金）
1 パウチで金属缶代替・・・サンエー化研、産業向け液体物に的

　サンエー化研は、軟包装パウチ製品の新用途開発を強化する。金属缶が主流のエンジ
ンオイル等産業関連の液体包装を狙っている。耐薬品性フィルムを応用して「香料・
溶剤・強アルカリ等パウチ対応が難しかった内容物にも耐性を備えた製品を開発」し、
置き換えを図っていく。これまで食品・飲料分野が主体だったが、パウチの展開先を拡
大することで軽包装材料部門の利益上積みにつなげる。

3 ＰＥＴボトルリサイクル・・再生フレーク工場新設　協栄産業、アルカリ洗浄で高品質
　協栄産業は、ＰＥＴボトルリサイクルの基盤を強化する。茨城県笠間市に再生フレー
ク工場を新設する。高品質フレークを作るのに不可欠なアルカリ洗浄工程を備えており、
年間２万㌧の洗浄能力を持つ。総投資額は２０億円強で来年春に竣工する予定。飲料用
ボトルや食品包装、高機能繊維などで再生ＰＥＴ採用機運が高まっているが、一般的な
水洗浄では対応が難しい。高品質な再生原料を安定的に供給できるサプライチェーンを
構築するため、新工場の技術を他社に提供することも視野に置く。
　ボトルｔｏボトルリサイクルが実用化されたのを機に再生ＰＥＴの用途が広がってお
り、食品包装や高機能繊維でも採用が増加する見通し。ただ、衛生・安全性や機能性を
担保するには再生フレークの高品質化が不可欠となる。そのためには異物混入を徹底的
に減らせるアルカリ洗浄による再生フレークに対するニーズが高まっている。

3 ３Ｒ推進団体連絡会　１４年度集計実績・・リデユース一段と進展
　市民、自治体連携も活発に

　容器包装のリデユース、リサイクルが一段と進展している。容器包装の３Ｒを推進す
る３Ｒ推進団体連絡会はこのほど会見し、第２次自主行動計画（２０１１～１５年度）
の４年目にあたる１４年度のフォローアップ結果を公表した。報告によると４団体がリ
デユース目標を、３団体がリサイクル目標を達成。事業者自らが３Ｒ推進に取り組むと
ともに、市民、自治体との連携活動によって成果が進んでいることを報告した。
　プラスチック製容器包装は、１５年度目標削減率１３％に対して、１４年度実績は
１３．９％となり、再資源化率においては目標４４％以上に対して、４４．８％となっ
た。

16 バイオプラ・・・国内の食品包装開拓、豊田通商　機能も訴求
　豊田通商は、バイオプラスチックを日本の食品包装材市場に向け提案する。米国では
現地の包装材加工メーカーと組んで、菓子やナッツ、ペットフード向けなどに同社が販
売するバイオＰＥＴやバイオＰＥを用いた軟包装材の採用を進めている。Ａ－ＰＥＴシ
ートなどに採用することで、環境対応と、透明性や耐油性、成型加工性維持を両立でき
今後は日系の流通大手のＰＢ商品や食品メーカーへの採用を目指していく。


