
株式会社Pono
https://pono-alani.com/



株式会社Ponoの取り組み

持続可能な循環型社会を実現する
廃食油リサイクル石けんを

Waste cooking oil recycled soap that realizes a recycling-oriented society
I will propose.

ご提案します。



SDGsへの貢献

森林伐採削減
リサイクル石鹸の普及は油脂原料となる植物の無駄な伐
採低減としても貢献することが可能となります。

水資源の保護（海と河川の豊かさを守る）
合成の界面活性剤を使用しない「せっけん」を使用することで
その影響を減らすことが可能となります。

Co2の削減効果
食用廃油を石鹸の原材料となる脂肪酸に変えることで
温室効果ガス濃度への低減につながります。

地域リサイクル社会の実現へむけて大きく貢献
リサイクル固形せっけんをノベルティとして活用し商店街などで配布、
ふるさと納税の発信力を持つ返礼品の一つとして地域の創生にも貢献



アブラヤシプランテーション森林伐採実情と問題点

アブラヤシという植物から採れる植物油（パーム油）は、他の植物油よ
り安価で生産効率が高く、年間6千万ｔ生産され今も増え続けています。
その80%は食用として使われ、石けんの原材料（脂肪酸）としても使わ
れています。
アブラヤシは赤道直下の熱帯地方でしか育たず、その生産はインドネシ
ア・マレーシアに集中しています。

世界で最もパーム油の生産が盛んなスマトラ島では、約30年で低地の
森はほぼなくなり、ボルネオ島では島の面積の1/3になたる森が失われ
ています。

アブラヤシ栽培のための農園拡大は、地中に多くの水分を含
む泥炭地にまで至り、今まで水中に蓄えられていた大量の温
室効果ガスに火をつけ（野焼き）整地するため、さらに多く
の二酸化炭素が大気中に放出されます。

野焼きによる年間CO2排出量は約17.50億ｔにのぼり、日本の年間
CO2排出量14.08億ｔを上回る量です。
また、その粗悪な労働環境も問題視されています。



環境を配慮した時代に向けて

使用済み食用油は、流せば水質汚染、
燃やせば地球温暖化を加速させます。

嫌な臭いがする 低品質で化粧石けんでは使えない

リサイクル石けんのイメージは・・・



こだわり続けたのは品質と価格、そして目に見えるリサイクル

これまでの
リサイクル石けん

廃食油
脱水・ろ過

精製脂肪酸
石けん

独特な臭い
色が黄色

泡立ちが
悪い

使い心地が
悪い

ヱスケー石鹸の挑戦

天然油脂を原料とした石けん
と、遜色ない使用感と価格を
実現したい



臭いのしない品質の良いリサイクル石けんが誕生

廃食用油を精製する技術を持つ・築野食品工業と共同で
研究を重ねた結果、化粧石けんの原料となりうる脂肪酸を開発

天然油脂を原料とした石けんと、
遜色ない使用感と価格を実現

※エコマーク認定商品
廃食油リサイクル石けんシリーズ
認定番号 １１１２９００３
11品種（手洗い用、全身洗い用、化粧石けん用、食器洗い用）



リサイクル石けんフロー

目に見える
リサイクルの輪

リサイクル石けんをお届け
使用済食用油

高純度な精製処理

油脂メーカにより化粧品原料となる
高純度な脂肪酸に再生

エスケー石鹸にて製造

廃油を中間処理

中間処理施設でろ過・脱水

廃油回収

手肌に使える高品質な
リサイクル石けんに生まれ変わります

【築野食品工業様】

※他にもBDF・飼料・肥料・塗
料・インクなど様々な製品に加
工されます



保管指定日に定期回収

お客様から弊社指定業者にて
定期的にお引取り

油脂メーカーへ納入し
石けんの原材料を製造

使用済み食用油回収フロー

ヱスケー石鹼へ原材料を納入
しリサイクル石けんを製造

油脂メーカーへ ヱスケー石鹼へ

回収専用ヤード
にて保管

回収から“リサイクル石けんの製造、ご納品までワンストップでご提供！！
【納入先油脂メーカー】
築野食品工業株式会社 URL：築野食品工業株式会社｜公式企業サイト (tsuno.co.jp)

【回収ご担当業者】
株式会社リンクス 屋号 湘南オイルサービス
〒243-0424 神奈川県海老名市社家741－1
℡ 0467-38-4321 fax 0467-38-4244
URL : 神奈川県茅ヶ崎市の廃油処理業者の湘南オイル、会社案内 | 湘南オイルサービス (linx-shonanoil.com)

https://www.tsuno.co.jp/
https://linx-shonanoil.com/company/


廃食油を有効活用したリサイクル・システムを発信

今では環境問題や社会貢献活動への
関心が高いホテル、飲食店や企業事業所、

官公庁、学校等にも広がり、多数の企業等で採用実績



導入が進むリサイクル石けん

目に見える
リサイクルの

実現

【学校への導入実績】

・全国・東京都23区の小中学校多数に導入
・株式会社さくらさくみらい85園（東京・大阪）
・聖心女子学院
・学校法人明徳学園（相洋中・高等学校）
・相模原市内122校でのご使用実績（小学校・中学校）
・海老名市内19校でのご使用実績（小学校・中学校）
・東京YMCA国際ホテル専門学校
・由比ガ浜保育園（鎌倉市）
・帝京にしき幼稚園（品川区）
・専修寺幼稚園（品川区）
・甲府市北新保育所（甲府市）
・学校法人ひまわり幼稚園

【学園祭へのご協賛実績】

・フェリス女子学院
・横浜市立大学
・京都産業大学
・東京経済大学
・立教大学
・東京大学
・神奈川大学
・学校法人ひまわり幼稚園（都留市）

・清泉女子大学
・筑波大学
・専修大学
・上智大学
・東京工科大学
・青山学院大学
・中部大学



導入が進むリサイクル石けん｜地方自治体（豊島区）

※令和元年度豊島区環境年次報告書より抜粋

豊島区の呼びかけに区民が賛同。
廃食油回収システムを確立。



リサイクル石けん導入（ヱスケー石鹼）

 NTTグループ
（テルウェル東日本・テルウェル西日本）

 伊藤忠商事株式会社

 東京ドーム・ドームシティ、
（東京ドームファシリティーズ）

 味の素スタジアム（東京スタジアム）

 京王プラザホテル（新宿）、
京王プレッソイン（都内8ホテル）
京王百貨店、京王ユースプラザ

 京王聖蹟桜ケ丘ショッピングセンター
レストラン京王、京王レクレーション

 名鉄百貨店名古屋・一宮

 小田急電鉄グループ
（駅舎、関係施設、小田急百貨店、
小田急ロマンスカーエコせっけん、ロマンスカー車内）

 ルミネ（新宿）

 ワタミグループ

 オリックスグループ みなとみらいビル

 フレッシュネスバーガー
（地球にやさしいせっけん）

 セブンアイ・ホールディングス（7＆iせっけん）

 パルコ（パルコアラせっけん）

 ジャッパンウエルネス
（給食サービス80事業所）

 キユーピー

 リーガロイヤルホテル大阪

 平田牧場

 全農青果サービス㈱

 京都府漁連

 ヤマキ醸造

 ヤナセ

 トヨタカローラ

 サイゼリア



株式会社Ｐono導入実績

・大月市
・海老名市
・鎌倉市由比ガ浜保育園
・株式会社さくらさくみらい（85園）
・ケネディクス商業リート投資法人
・専修寺幼稚園
・帝京にしき幼稚園
・東京YMCA国際ホテル専門学校
・株式会社Recamp
・全日本葬祭業協同組合連合会
・株式会社Ｒbaker（国内14店舗）
・株式会社欧文社（厚木市役所ご利用）
・茅ヶ崎市社会福祉事業団
・社会福祉法人松宝苑
・ニッセイファシリティ株式会社（杉並区役所庁舎ご利用）
・学校法人明徳学園（相洋中・高校）
・学校法人聖心女子学院

・株式会社ハステック
・株式会社KAJIKEN
・藤井荘（御宿町）
・有限会社賛急屋
・株式会社佐野（共和レザー(株)浅羽工場様ご利用）
・相互印刷株式会社
・ホテルアルペンブリック
・ b-monster株式会社
・株式会社オオキ
・株式会社ヒーロー
・株式会社KAJIKEN
・氷見まちづくり株式会社（富山県）
・林水泳教室（茅ヶ崎市・藤沢市・鎌倉市）
・ワールド化成株式会社
・有限会社ハム工房ジロー
・日本商店株式会社（UNITEDINTERNATIONALFOODS様国内工場ご利用）

敬称略順不同



発注ご注文 ご納品

お客様 株式会社Pono 株式会社エスケー石鹸

発注日より3日後に、ご指定先へヱスケー
石鹼から直送にてご納品

※土日祝日また連休を除く

【主なご利用先】
・お客様・従業員様用トイレ、洗い場等

販売フロー

発送

・一箇所3個以上のご注文より配送料
無償となります。
※沖縄・離島・北海道の一部を除く

・他製品との混載配送の場合は都度配
送料をお見積もりいたします。



北区きらりと光る
ものづくり顕章

北区 日本環境協会 環境省 東京都

表彰

1 2 3 4

エコマークアワード
2012 銀賞

第16回
環境コミニュケーション大賞

奨励賞

東京都功労者表彰
技術振興功労賞

きらめき企業部門
区内の優れた企業活動・技能・
技術を顕章

廃食用リサイクル石けんシステム
の構築とエコマーク認定
商品のリサイクル石けんの普及

環境配慮の優良取組
廃食用リサイクル石けんシステム
の構築と高品質なリサイクル
石けんの製品化



手洗なし

石けんやハンドソープで10秒
もみ洗い後、流水で15秒流す

残存ウイルス

約100万個
残存ウイルス

約0.01%（数百個）

残存ウイルス

0.0001%（数個）

感染症予防について

1回

2回（繰り返す）

石けんやハンドソープで10秒
もみ洗い後、流水で15秒流す

手洗を丁寧に行うことで、十分ウイルスを除去できます。
さらにアルコール消毒液を使用する必要はありません。

（森功次他：感染症学雑誌、80:496-500,2006から作成）

石けんやハンドソープを
使った丁寧な手洗を
行ってください。

※新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ）より抜粋
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