
量り売り：
未来のために

�、�たちにできること。

生産者のみなさまへ
個��なしでゴミも�ない��

量り売りでゼロウェイストな�売、

⼀�に⽬指しませんか�

株式��⽃々�

昨�、プラスチックごみ問題が��で⼤きな��を�めています。その背�に

は、⼤量のプラスチックごみが�を漂い「プラスチック�染」ともいえる�に�

�に��な��を�ぼし、�体への��すら�念される事�があります。

こうしたことから、⼤量⽣�・⼤量消�・⼤量��の現代��システムに疑問を

持つ�が�え、プラスチックごみはもちろん、その他のごみもできるだけ�さな

い⽣活スタイルの「ゼロ・ウェイスト（ごみゼロ）」という�念が�界中に�ま

っています。

そして�、ごみゼロ⽣活スタイルの⼀つとして「量り売り�」への�⽬も�まっ

ています。�しいものを�しい�だけ、�から持�した��や�に�れて持ち�

ることのできる量り売り。⽃々�の���『nue by Totoya』もその⼀つです。

�たちと⼀�に、ゼロ・ウェイストなお買い物を⽇�中に�めていきませんか�

ごみゼロで
商品に更なる
付加価値を



持�可�な⽣�を��している

���味料や�品��物は使っていない

�品の味や品�に⾃�がある

�いの�かる消�者にアピールしたい

��なスタッフに売ってもらいたい

�品に相�しい売り場を�している

�路を�げたいが�的リソースが�ない

�品ロスを減らしたい

�品に更なる付�価�をつけたい

「脱プラ」「ごみゼロ」に�味がある

��のペーパーレス�にも賛成だ

未来からの前�りを⽌めたい

でも、��の仕�がわからない...

量り売りに挑戦したい�

 

斗々屋の目指すこと
�たちは、「⾃�・ひと・��」のバランスが�れた

�かな暮らしの�現を⽬指しています

(1) オーガニック
�薬や��肥料に頼らない�業を�から�援したいという想いから、⽃々�で

は、必ずしも「有�JAS��の�得」を��の�件にはしておりません。有��
業を�す⼩�模な��や����者の�々にとって、有�JAS��の�得にかか
る時間と�⽤が�いハードルであることや、��の�得を�念した��の中に

は、��基�を上回るほどの�しい���理を⾏っている�が��く�在する

ことを知っているからです。⽃々�は持�可�な�業をされている��さんに

積�的にアプローチし、���理に�する丁寧なヒアリングを⾏った上で、お

��の��をさせていただきます。またヒアリングはお��開�時に�らず、

必�に�じて�時⾏って�ります。

(2) フェアトレード
開発�上国が�える��な問題の1つに、児�労働があります。その�は�1�
5,200万�、�に�界の�どもの10�に1�にあたります。�たち⽇��が⽇常
的に⼝にしている嗜�品（チョコレート、コーヒー、バナナなど）の�くがそ

の温�になっていることが�らかになっています。そのため、⽃々�は開発�

上国で⽣�された��物に�しては、�に���く�慮しています。�⼯品を

国内で��する�も、�料の由来や��の有�等を必ずお伺いしております。

(3) アニマルウェルフェア（動物��）
現代の⽇��の⼤��は⾁・��品・卵等を常�しており、かつての『�⽣』

禁⽌や『�⽣』といった�耕��独�の動物への配慮と��の思想は、�れ�

られています。現在の⽇�には、�⽣を前提とした����についての�しい

倫理�則の形成が必�だと⽃々�は�えます。そのため、��に�して�酷

で、�間の��にも良くない����の�品の�り�いは�しません。

(4) サプライチェーン�体におけるごみ削減
⽃々�の���では、仕�れた�品をすべて「個��なし」で量り売りしてい

ます。��に配慮したライフスタイルを�く��に提�していくにあたって、

��ごみの�半�を占める����ごみを減らすことが、必�不可�だと�え

ているからです。しかし、どんなに個��を減らしても、消�者の⾒えないと

ころで ―たとえば、⽣�現場や��のバックヤードなどで― ⼤量のごみを発⽣
させていては、�味がありません。お��先�と共にごみの�ないサステナブ

ルな仕�れ��をご相�させていただきます。

こんな�品を

�しています�

 
※こちらのリストにないものも、是�
ご提�ください�

⻘果��

油脂� - 菜種油、ごま油、⼤�油、⽶

油

�� - きび�、黒�、三温�、和三盆 

でん粉� - ⽚栗粉、コーンスターチ

粉� - �⼒粉、�⼒粉、�ぷら粉

発酵�品 - ��、味�、漬物、⼤�ヨ

ーグルト、ココナッツヨーグルト

菓�・パン� - 和菓�、�菓� 

⽶ - �⽶、⽩⽶、��

�� - そば、うどん、中華�、パスタ

�物 - �布、��、ひじき、⼲ししい

たけ、切⼲し⼤�、�野��、�、の

り、ワカメ、煮⼲し、�エビ、⼲物

�味料 - �油、酢、料理酒

��品 - シャンプー、コンディショナ

ー⽯�、スキンケア⽤品、 コスメ�

⽇⽤品・エコ��

⽣理⽤品 - 布ナプキン

洗�・掃�⽤品 - 重曹、クエン�、セ

スキ��ソーダ、粉⽯�、洗�洗�、

⾃��材の掃���

ベビー⽤品 - 布おむつ、⾃��材のお

もちゃ、��ゴムのおしゃぶり

ペットフード - キャットフード、ドッ

グフード、猫� 

��� - クレヨン、�えんぴつ、ハサ

ミ、のり、��、エコペーパー など

こんな思いを持っている�

よりよい未来を作るために

ぜひ⼀�に

お��をお願いします

次世代の未来のために
今、私たちにできること。



●�り�し使う「��」の使⽤
 �品の��には、何度も�り�し使えるシリコンバッグ、リサイクルプ
 ラスチックバッグ、⽶�などを、��「��」として使⽤いたします。
 お��先�には�品に��な�もしくは��をご購�いただき*、そち
   らに�品を�めて�荷していただきます。�品�荷�に�やかに��は
   ��いたします。���、��の洗浄、�⽣�理をお願いいたします。 
   *�⽣⾯で問題なく使い�けられる�い�をご��いただくか、こちらで
  ご提�もさせていただきます。⼀�にゴミの�ない��のアイディアを
     ��させてください�

●簡易��・使い�てプラスチックフリー
 基�的には簡易��・プラスチック�衝材は使⽤しない形でお願いいた
 します。�品を��に�れた上で��が必�な場�は古�・古��等の
 使⽤をお願いいたします。使⽤した古�等は⽃々�の卸業�で再利⽤い
 たします。

●リユースダンボールの使⽤
 �品の発�はダンボールは�品ではなく、使⽤�みのダンボール等で�
 構です。こちらのダンボールも⽃々�の卸業�で再利⽤いたします。

●⼤きなロット�での仕�れ
 ごみを�さず、配�にかかるエネルギー削減のために、⼤きなロット�
 でのお�り�きをお願いいたします。
 （例） お茶   1� 2KG〜
     ひよこ� 1� 25KG〜

●�品��書・��書ペーパーレス�
 ペーパーレスのため�品情�や��書はデータでの�付をお願いいたし
 ます。

Step1. �品情�のご提�
     お�り�い�品リスト、カタログ、��を下�までお�りください。
     procurement@zerowaste.co.jp

Step2. �品ヒアリング ー �り�い�� ー ⾒積もり�頼
     お�り�い�品の⽣�背�や��⼯�について丁寧にヒアリングし、     
     お��の��をさせていただきます。その�お⾒積もり�頼もいたします。

Step3. ��決� お⼿�き
    「 量り売り�品リスト」「��お��先�����」をご提�ください。

Step4. ��開�

   

お取引までの流れ

お問い�わせ・ご相�は procurement@zerowaste.co.jp まで

ごみゼロ仕入れ方針
�たちは、個��や使い�ての�を⼀切使⽤せず量り売りをする上で

仕�れの��でもごみを�さず、使い�てプラチックフリーを⽬指して

います。

ごみを�さず、�品の品�を保つ��な仕�れ��を⼀�に��させて

ください��

スタッシャー 
スタンドアップメガ¥2,560
�21CM×�24.5CM×マチ11.5CM、�量3.07L

プラスチックに替わる�期的な�品STASHER（ス
タッシャー）

�料は�くの�療⽤��や��児⽤の�品に使⽤

されているピュアプラチナシリコーン100％

�閉性が�く、��技�のピンチロックシステム

が栄��、旨味、および�体を閉じ�め、�品を

�鮮な状�で保ちます。

お湯と洗�を使って他の��と同�に洗浄可�。

�洗�に�れる�は上�ラックに�くことでより

きれいになります。

＊�のジップ��が切れてしまう可�性があるの

で裏�しにはしないでください。



 �さ44cm×幅26cm×マチ10cm                              

 バッグの⼨�は、�常パン�で配布される使い�てのビニ
 ール�のサイズを元に��されており、�パン1�どころか
 �パン1��々�ります。

 開⼝�をくるくると下へ�き、�脇にあるクリップを上で
 留めると持ち⼿ができ、パンはもちろん、重い�材も�々
 �べます�

 パン�として、パンを�れたまた冷凍�での保�も可�。

 ⽣地は⼆重構�で裏地を�に�っ�って�せるのでお⼿�
 れ簡単�
 

 BULK FOOD BAG

PRODUCE BAG ¥180

from       ×10

from       ×4

from       ×1

●これらのバッグは「�材の保��」ではなく、使い�てプラスチック�の利⽤を減らし、
 量り売りの�材を�に持ち�ぶことを⽬的に��されています。
 持ち�び�、�材は�や��に�す必�があります。
●必�に�じて、��や�に優しい洗�を使⽤してぬるま湯で⼿洗いし、�⼲ししてください。
●購��12ヶ⽉のメーカー保�つき。購��、破損等ありましたら��いたします。
●使⽤�もリサイクル可�です。（株）⽃々�にお�りいただくと、”Onya”→”TerraCycle"を�じてリサイクルされます。

�さ25cm×幅30cmxマチ2cm、重さ10g 
�く、軽く、柔らかい。2kgまで�材を�れることができます。

�常は8枚で1セットですが、⼀枚からお売りいたします�
オーストラリアの”Non Toxic Award”など�々の賞を受賞。

オーストラリアのサステナブルブランド”ONYA”⽇��上陸��
ペットボトルからリサイクルされた再⽣プラスチック�材、rPET(リサイクルPET)でできた
リユースバッグ。使い�てプラスチック�の使⽤をなすくことを⽬的に作られました。

”B Corporation”���得。”1% for the Planet”メンバー。
BPAフリー。100%ヴィーガンフレンドリー。

ONYA 

BREAD BAG ¥1,440 

バッグの下�に⼩さな�があるのですぐ中�を��でき、そこにホワイトボードマ

ーカーで�品�や重さをメモすることもできます�開⼝�はマジックテープ。

�さ28cm×幅11cm×マチ6.5cm、重さ20g
⼩⻨粉 �1kg�ります

SMALL ¥870

LARGE ¥1060
�さ40cm×幅22cm×マチ10.5cm、重さ25g
⼩⻨粉 �5kg�ります

rPET�材はあくまで再
⽣プラスチッ

ク。マイクロ
プラの流�を

�えるため

にも洗��で
はなく⼿洗い

が�奨され

ています��

＊100%rPET�材（金属バックルを�く）

＊⽣地＆マジックテープ 100%rPET�材
 スケルトン� PEVA(BPAfree＆FDA��）

＊⽣地 100%rPET�材 ,  紐 ポリエステル


