
P.36

P.32

食品ロス・
食品リサイクル対策

持続可能な調達

私たちは創業以来、価値ある商品やサービスの提供を通じてさまざま
な社会環境の変化に対応し、「近くて便利なお店」であることを目指し
てきました。その一方で、環境問題や外部不経済等の社会課題が顕在
化し、社会の持続的発展にはその解決が急務となっています。
　全国のセブン-イレブン店舗とサプライチェーン全体で、さらなる環境
負荷低減を推進し、豊かな地球環境を未来世代につないでいくため、
お取引先、お客様のご協力もいただきながら取り組んでいきます。

P.24

CO2排出量削減

P.28

プラスチック対策

セブン-イレブンが 
未来につなぐもの

NO-FOODLOSS 
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 日中利用

「卒FIT」由来の
電力調達／供給

夜間利用
（災害時等にも可）

一部電力を蓄電

太陽光パネル

オリジナル
蓄電池

 

バッテリー回収

蓄電池を製品化 

EV車

セブン&アイグループでは、2050年までにグループの店舗運営に伴うCO2排出量80%以上削減（2013年度比）、 
自社の排出量のみならずサプライチェーン全体で削減を目指します。

セブン-イレブンでは次世代を見据え、「環境負荷の低減」「働きやすさの向上」 

「快適な店内環境づくり」をテーマに、新たな技術を採用しています。 

店舗で電力を使用する主な設備には、冷凍・冷蔵設備、商品販売用の什器、空調、照明など

がありますが、いずれも店舗営業に欠かせないものです。再生可能エネルギーの活用により 

店舗でかかる電気代を減らすとともに、CO2排出量の削減に努めています。

CO2排出量削減

セブン - イレブンが 未 来につなぐもの

店舗運営にかかる電力エネルギーを再生可能 

エネルギーに置き換え、CO2排出量を大幅に削減

する実験を2019年9月より神奈川県下の10店

で開始しました。 

　日産自動車（株）様の「日産リーフ」のリユース

バッテリーを活用し、フォーアールエナジー（株）様

が製品化した蓄電池や、(株)カネカ様の高効率

の太陽光パネルを設置し、自家発電による電力

活用を高効率に促進します。同年11月からは

（株）スマートテック様より「卒FIT*」由来の電力を

供給していただき、自家発電分と合わせ、再生可能

エネルギー比率実質100%の達成が可能です。 

　日中発電した電力は蓄電して夜間に利用し、

店舗の省電力化と災害時の地域インフラとしての

機能を強化していきます。  

*  FIT： Feed-in Tariffの略で、固定価格買い取り制度のこと。 
生産エネルギーの買取価格を固定する助成制度。 

再生可能エネルギー比率100%の店舗運営を実証実験中  
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セブン - イレブンが 未 来につなぐもの

カーポート

太陽光発電による余剰電力を蓄電
し、夜間に利用するエネルギーシス
テム。大容量蓄電池を2基設置し、
計352kWhを蓄電。

「店内正圧化*」の空調換気プラン（空調コント
ローラ）により、店内外の差圧を感知して給気
量を適時コントロール。外気の侵入を抑制する
ことで埃の侵入を防ぎ店内温度を安定させ、店
内清掃作業負荷の軽減にもつながっています。

大容量リチウムイオン蓄電システム

店内正圧化システム

プリウス10台分の中古蓄電池を再
利用した蓄電池を2基備え、計
20kWhを蓄電。

リユースバッテリーによる蓄電

駐車場に高透過性・高耐久性のあ
るコーティングを施した太陽光パネ
ルを設置（最新パネルへの張り替 

えを予定）。

路面型太陽光パネル1

雨天時にも来店しやすいよう駐車場
にカーポートを設置し、カーポート
上と屋上に高効率な太陽光パネル
を導入。

カーポート上／屋上太陽光パネル2

3

5

4

2

1

43

「相模原橋本台1丁目店」イメージと技術

（ 3  4  は、カーポートの下に設置）

新しく導入した 
技術 
90種

ご協力
いただいた企業

50社

再生可能エネルギー
でまかなう電力
約46.0%

* 「正圧」とは、外に対して室内の気圧が高い状態

環境負荷の低減・働きやすさの向上・快適な店内環境づくりをテーマに、新しい技術「ひとと環境にやさ

しい店舗」を開店しました。国内外の新技術を採用し、低炭素社会の実現に向けて挑戦しています。

ひとと環境にやさしい店舗

2018年秋から、次世代の冷媒ガスを採用した最新型の

冷蔵ケースの導入を開始しました。従来の冷媒よりも

GWP（地球温暖化係数）が65％低く、国の掲げる2025

年度の目標をクリアしています。1台あたりの電力使用量

を約20％（店舗全体の電力消費量約4％相当）削減でき

るため、CO2排出量の低減につながります。 

　また、冷蔵ケースには商品の陳列や補充などを容易に

する「スライド棚」の技術を採用しており、陳列作業に要

する時間を大幅に削減します。

環境に配慮した
新型冷蔵ケースの導入

環境負荷物質を排出しないFC小型トラックを導入

配送車両には、環境にやさしいクリーンディーゼルエンジン、CNG（天然ガス）、ハイブリッドと配送中に

CO2を排出しないEV・水素などの燃料電池トラックを導入し、CO2排出量の削減を目指しています。2019

年4月には、トヨタ自動車（株）様が開発した燃料電池小型トラック2台を導入しました。このトラックは、

水素で発電する仕組みの燃料電池（FCユニット） で走行し、最大積載量は3トン、航続距離は約200キ

ロで、走行中に環境負荷物質を排出せず、FCユニットで発電した電力は、冷蔵ユニットの電源にも使用し

ています。

• 走行中の環境負荷物質排出ゼロ

•  FCユニットで発電した電力は、 
冷蔵ユニットの電源に使用

5

埃

埃
埃 埃

埃

導入前 導入後
機械 
給気

外気 
冷房

店内温度も安定し、快適な店内環境

埃
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セブン - イレブンが 未 来につなぐもの

セブンプレミアムを含むオリジナル商品で使用する容器は、2050年までに
環境配慮型素材（バイオマス・生分解性・リサイクル素材・紙など）100%使用を目指します。

プラスチックは、その利便性や経済性によって、

またたく間に社会に受け入れられて広まりました。

しかし、ポイ捨てなどルール通りに処分されないプラスチックごみが 

大量に海に流れ出てマイクロプラスチックとなり、生態系を脅かす

世界的な環境問題となっています。 

プラスチック対策 

私たちは販売者の責任として、お取引先やお客様の 

ご理解、ご協力をいただきながら、レジ袋やペットボトルなどの 

削減・リサイクルに取り組んでいきます。

環境に配慮したプラスチック製品の開発

バイオマスポリ製買物袋
植物由来の原料（バイオマスポリエ
チレン）を30％配合した買物袋をい
ち早く全国に推奨

カネカ生分解性ポリマーPHBH® 

100％植物由来で生分解性を有す
る「PHBH®」を、一部地区のセブン-

イレブンで、7カフェ用ストローとし
て採用 

オリジナル商品（おにぎり、菓子
パン、サンドイッチ）のフィルム
さとうきび由来の
ボタニカルフィルム
を配合 

パッケージ表示パッケージ表示

レジ袋 ストロー 包装素材

お客様と一緒に取り組むエコ活動
近くの海岸に行った時に多くのごみが落ちてい
る光景を目にしたことがきっかけで、海洋プラ
スチックごみが身近な問題であることを強く意
識するようになりました。そこで「自分たちに何
ができるか」をミーティングで話し合い、レジ袋
や割り箸など、必要とされないお客様に配るこ
とをやめようと決めました。また、バックルーム
を整理することでレジ袋の在庫量を見える化
し、無駄な在庫を持たないように見直しも図っ
ています。
　店内では、環境問題に取り組んでいることが
わかるPOPを掲示し、お客様に「袋にお入れし

てよろしいですか」と声かけをしています。
　「お客様からのお褒めの言葉」や「声かけを
することでお渡しするレジ袋が減り、結果として
経費の削減につながっていること」を共有する
ことで、従業員さんもやりがいを持って取り組み
を続けることができています。
　その結果、エコバッグをお持ちになったり、
「シールでいいよ」と言ってくださるお客様が増
えてきました。
　私たちの取り組みは全体から見れば小さなも
のかもしれませんが、2万店に広がれば、非常に
大きなものになります。その土台となれるよう、こ
れからも環境への取り組みを続けていきます。

Voice

直江津駅前通り店 オーナー、マネージャー髙橋様（ご夫妻）、店長佐藤様、末広OFC

v

マイクロ 
プラスチックって何?

 
プラスチックごみは海での波や紫外線 
などの影響を受け、5mm以下の微細な
プラスチックの粒子「マイクロプラス 
チック」となり、食物連鎖を通じて
多くの生物に取り込まれると

言われています。
お店特製POP
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循環型社会の実現を目指して
東大和市では、「マイバック 資源を入れて お買い物」
をキャッチフレーズに、一人ひとりがごみの減量に
取り組み、すみよいまちづくりを進めています。 

　この度の連携により、東大和市内のセブン-イレ
ブン店舗全店にペットボトル回収機が設置されま
した。今までよりももっと身近で便利な場所に、 
毎日気軽にリサイクルに参加できる機会ができ、
市民や近隣住民のみなさまにも喜んでいただけて
います。 

　これからも取り組みの周知と広報活動を行い、
地域のみなさまとともにボトルtoボトルの取り組み
を進めてまいります。 

Voice

東大和市 

環境部ごみ対策課長　中山様

東大和市、東大和市清掃事業協同組合様のご協力のもと、海洋ごみ対策を推進する（公財）日本財団様と

連携し、2019年6月に東大和市内の全15店舗にてペットボトル回収機の稼働を開始。産官民が連携し、

使用済みペットボトルをリサイクル原料として再製品化

するボトルtoボトルの取り組みを推進しています。 

　セブン-イレブンを含むセブン＆アイグループでは

2019年2月末時点で759台を設置し、年間約３億

本のペットボトルを回収しました。今後も行政やリサイ

クル業者様、飲料メーカー様等と連携して、資源循環

を進めていきます。 

日本コカ・コーラ（株）様との共同企画により、セブン&アイグループの店頭で回収したペットボトルを100%

使用したリサイクルペットボトルの緑茶飲料セブンプレミアム×一（はじめ） 「一（はじめ）緑茶 一日一本」を

2019年6月から全国のセブン-イレブンで販売しています。

　店頭で回収したペットボトルをリサイクルし、再びグループ内で販売する取り組みとしては、世界初となり

ます。廃プラスチックの問題が大きくなる中、セブン-イレブンは資源循環にこだわり、お客様や地域の皆様

へリサイクルへの積極的な参加を提案していきます。

2019年５月、藤沢市江の島の弁天橋付近で、環境省と（公財）日本

財団様の主催で海洋ごみ削減を目的とした全国一斉清掃キャンペーン

「海ごみゼロウィーク」のキックオフイベントが行われました。近隣の加

盟店オーナーさんや従業員さんにもご参加いただき、社員とともに海岸

のごみ清掃を行いましたが、ペットボトルやプラスチック容器など多くの

ごみが流れ着いていることに改めて驚かされました。海ごみの7～8割

は街から出ていると言われています。一人ひとりが環境に対する意識を

持つことで海ごみが削減され、海を守ることにつながります。 

東大和市の新たなペットボトル回収スキーム 完全循環型ペットボトルリサイクルの取り組み

海ごみゼロウィークへの参加

完全循環型
ペットボトルリサイクル

100%
再生PET樹脂使用ボトル
Recycled plastic bottle

ペットボトル自動回収機
設置店舗数・台数

682店舗759台
（2019年2月末／首都圏中心）

店頭*での年間回収量 
（2018年度）

約3億本相当（8,900t）

*  セブン‐イレブン、イトーヨーカドー、 
ヨークベニマル、ヨークマート

セブン - イレブンが 未 来につなぐもの

ペットボトル 
1本当たりの 
CO2排出削減量

約25％コカ・コーラシステム
100%再生PET樹脂使用ボトル

を用いた製品製造

リサイクル工場
使用済みペットボトルを再資源化

（ボトルtoボトル）

収集・運搬業者
収集／ペットボトルを圧縮

セブン&アイグループ店頭
使用済みペットボトル回収

お客様（消費者）

東大和市広報誌への掲載（2019年8月号） 
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セブン&アイグループでは、2050年までに食品廃棄物を発生原単位（売上百万円あたりの発生量）
75%削減（2013年度比）、食品廃棄物のリサイクル率100%を目指します。

食品ロスとは、食べられるのに捨てられてしまう食品のことを指します。 

世界では年間約13億トン*1の食料が利用されずに処分されており、 

これは人間が消費するために生産された食料のおよそ3分の1にあたります。 

国内では年間643万トン*2の食品が無駄になり、その処理に多額なコストがかかっています。 

セブン-イレブンでは食品ロスの削減・リサイクルへの取り組みを通して、 

製造・流通などで発生する廃棄・返品、売れ残りの無駄をなくし、 

お店の負担の軽減にもつなげていきます。

食品ロス・食品リサイクル対策

セブン - イレブンが 未 来につなぐもの

*1 FAO 「世界の食料ロスと食料破棄（2013年）」
*2 農林水産省 2016年度推計値

セブン-イレブンでは、マーケットに先駆けて食品の「安全・安心」に取り組んできました。技術革新によ

る製造工程や温度・衛生管理の見直しによって、安全・安心を保ちながら、味・品質を高め、販売時間

の延長を実現しています。2009年のチルド弁当からスタートし、グラタン・ドリア、スパゲティ・パスタ、サンド

イッチ、惣菜などにも鮮度延長商品の拡充を実施。同時に、食品の品揃えを増やすことで、食品ロスを防

ぐ取り組みを進めています。今後も、差別化された商品を開発するための技術革新を行っていきます。

開発上の工夫（販売時間延長の推移）

サラダなど一部の商品で、容器内の酸素を窒素に置き

換え、シール状の蓋を熱の力で接着・密封することで、

新鮮さを保ったまま大幅に販売時間を延長することが可

能になりました。お客様にご満足いただける味・品質を

追求するとともに、食品ロスの削減にもつながる商品の

開発をこれからも進めていきます。

トップシール包装

チルド弁当

サンドイッチ

スパゲティ・パスタ

サラダ（一部商品）

グラタン・ドリア

惣菜

2011～2009～

2018～

約1日    約2日半

約半日    約1日

約1日半    約3日

約1日半    約2日半

約1日半    約2日半

約1日半    約2日半

飼料

肥料

NO-FOODLOSS
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近年の冷凍技術の革新をいち早く取り入れた商品開発を重ねることで、味や品質を向上させるととも

に、主食やおかず、おつまみにとどまらず、素材やフルーツ、スイーツなど大幅に品揃えを拡充していま

す。冷凍食品は販売期間・賞味期限が長く、ご家庭でも保存が容易であることから食品の有効利用

とロスの削減にも貢献しています。

これまで小売業界では、商品の製造日から

賞味期限の「3分の1」が経過する前までに

店舗へ納品する「3分の1ルール」が一般的

でしたが、2014年11月より、業界でいち早

く飲料、菓子の全品について製造日から賞

味期限の「2分の1」が経過する前までに店

舗へ納品する仕組みに変更しました。2019

年度内には常温加工食品にも拡大し、川上で

の食品ロスの削減にも取り組んでいます。 

食品ロス削減への取り組み

冷凍食品の拡充

セブン-イレブンは、お客様が欲しい時に欲しい商品を

提供することに全力で取り組んでいます。店舗では天

候や気温に加え、地域の催事情報など、従業員さんが

集めた情報をお店で共有し、様 な々角度から仮説を立

てて発注に反映させています。その販売結果を検証し、

次回の品揃えに活かします。これは創業時から追求し

続けている「単品管理」の考え方です。店舗に商品が

納品された後は、声かけや陳列の工夫による販売努力

を行うことで、食品ロスと機会ロス両方の削減に取り

組んでいます。

人や社会、環境に配慮した製品やサービスを

自発的に選択して消費することを「エシカル消

費」といい、近年世界的な動きとなっています。

セブン-イレブンでは、販売期限が迫ったデイ

リー商品に対して、nanacoポイントの通常 

ポイントに加えて「ボーナスポイント」を付与

し、お客様が購入される際、前から順番に購

入しやすい機会を提供することで、食品ロス

の削減を進めていきます。

　2019年秋より北海道と四国4県でテス

トを実施し、2020年度には全国に拡大す

る予定です。

エシカルプログラムの導入

お店での取り組み 仮説情報の共有

声かけ、おすすめ データ分析

陳列の工夫

主食 おかず・おつまみ

スイーツフルーツ調理の野菜

販売期限が迫った商品に 
シールを貼付して告知 

（イメージ）

セブン - イレブンが 未 来につなぐもの
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セブン&アイグループでは、セブンプレミアムを含むオリジナル商品で使用する食品原材料は、 
持続可能性が担保された材料の100%使用を目指します。

限りある資源を将来にわたり持続可能とするため、原材料調達、加工、 

製造などの過程においても、人や社会、地球環境のことを考えた対応が必要です。

全国のセブン-イレブンからお客様の手に届くものだからこそ、 

私たちは、サプライチェーン（供給連鎖網）全体で、 

持続可能で自然と調和したライフスタイルを提供する責務があると考えています。

持続可能な調達

セブン - イレブンが 未 来につなぐもの

開発途上国で生産された原料や製品を適正な価格で継
続的に購入することを通じ、開発途上国の生産者や労働
者の生活改善と自立を目指す活動です。一方的な支援と
は異なり、生産者側と買い手側が平等なビジネスパート
ナーとなり、お互いが持続的に発展していくことを目指す
取り組みです。

※  原材料の調達において、「経済・社会・環境」の基準を原則に、日本
では（特非）フェアトレード・ラベル・ジャパンが認証を手掛けています。

イギリスに本部のあるMarine 

Stewardship Council（ 海 洋
管理協議会）が定める厳正な
環境規格に適合した漁業で獲
られた水産物にのみ認められた
認証で、「海のエコラベル」と言
われています。

フェアトレード（公正取引）とは? MSC認証とは?

お買い物の際に「商品を取り巻く地球環境や社会の持続可能性」を重視する「エシカル消費」が注目を集

めています。

　セブン-イレブンでは、フェアトレード原料のカカオマスとココアバターを使った、ひと口サイズのチョコ

レート「セブンプレミアム フェアトレードカカオ使用 キュービックチョコ（40g）」や、セブンプレミアム初の

MSC認証商品「セブンプレミアム 辛子明太子」など4アイテムを販売しており、今後も拡大していきます。

お取引先との公正で健全な取引を推進するため、

2016年より「お取引先様アンケート」を実施して

います。このアンケートは、お取引先のご担当者様

に当社のコンプライアンスや担当社員の日頃の言

動やマナーを評価していただくものです。

　お取引先からのご指摘は、真摯に受け止め、より

良好な関係構築に向けて、改善を図っていきます。

2016年より、米飯・サンドイッチ・麺類・惣菜・

パンなど、セブン-イレブンのオリジナル商品を製造

しているお取引先の工場で「CSR監査」を実施して

います。

　CSR監査は、専用工場の法令遵守、人権、労

働環境、労働安全衛生、環境保全などを第三者

機関が審査し、課題があった場合は是正を図って

いくものです。

　品質や製造だけでなく、人権や労働環境、環境

保全などサプライチェーン全体での取り組みをいっそ

う進めていきます。

持続可能な調達の推進

「お取引先様アンケート」を実施 専用工場での「CSR監査」を実施

2019年は、お取引先から

2,339件のご回答をいただきました。
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