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LIMEX Pelletの特徴

LIMEX は複合素材でありながら、単
一素材と同様に既存のリサイクル設
備で容易にマテリアルリサイクルが
可能なため、資源循環の促進を実現
します。

リサイクル可能
無機物を50% 以上含む素材であり
ながら、汎用プラスチックと同じく
既存設備で成形することができま
す。また特徴の一つとして、ヒケが出
にくい傾向があります。

既存設備で成形可能
LIMEX 特有である石灰石の品のあ
る白さとマットな質感を出せるとと
もに、温度を変えることで、艶感のあ
る表面に仕上げる事も可能です。
化粧品容器など高級感が求められる
商材にも適しています。

高級感を感じる質感



石油由来プラスチックの代替として
「LIMEX Pellet」は、従来の石油由来プラスチックに比べ、石油の使用量を大幅に削減でき、限りある石油資源の保全に貢

献できます。また、原材料の調達から処分までのライフサイクル全体でCO2排出抑制が可能です。主原料の石灰石は石

油由来プラスチックと比較し、供給安定性が優れており、価格の変動が少ないため、安定した価格での提供が可能です。

「LIMEX Pellet」は、単一素材と同様に既存のリサイクル設備で容易にマテリアルリサイクルが可能なため、「LIMEX 

Sheet」を製造する過程で生じる端材を再ペレット化した「LIMEX R Pellet」や、使用済みのLIMEX製品を再ペレット化

した「LIMEX UP Pellet」を提供しています。また、袋製品については石油由来プラスチックを植物由来プラスチックに

置き換えた「Bio LIMEX」の素材開発を実現しています。製品のライフサイクルで生じる環境影響については、LCA（ライ

フサイクルアセスメント）を通して環境影響の可視化とその抑制に取り組んでいます。

ここでは、各種石油由来プラスチックと比較した環境性能について、製品のライフサイクル全体（原料調達段階から処

分）を通じてのCO2等の温室効果ガス（GHG）排出量やプラスチックの使用量といった詳細データによって具体的にお

示しします。

LIMEX Pellet は、多様な成形方法に対応でき、真空、射出、インフレーションなどの成形方法ごと、ご希望の用途

に応じて物性値の異なる多様なグレードを取り揃えています。既存の石油由来プラスチックのペレットと比較

し、GHG排出量やプラスチックの使用量を抑えられます（成形段階でのGHG排出量に関しては成形する製品に

よって数値が異なるため、ここでは割愛しています）。

【算定条件】
• 機能単位：1kgのペレット
• スコープ：［原材料調達・ペレット製造］～［輸送］～［処
分］

• 輸送：LIMEXのみベトナム → 日本の海上輸送を加味
• 処分：一般廃棄物として焼却されることを想定
 ※成形工程は加味していない
• 算定年：2022年

• 算定手法：ライフサイクルインベントリ
• インベントリデータベース（排出原単位の主な参照先）：LCIデータベースIDEA version 2.2(2018/01/18) 及び version 2.3 (2019/12/27)｜国立研究開発法人産業技術総合研究
所安全科学研究部門IDEAラボ｜一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）

• 影響評価手法：Climate change IPCC 2013 GWP 100a
他社製品との比較はできません。｜特定の製造条件を満たして製造された場合の計算値であり保証値ではありません。｜プラスチック削減量の値には製造時のロスは含みません。
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LIMEX Pellet で成形した製品別の、ライフサイクル（原料調達段階から処分）を通じたGHG排出量と石油
由来プラスチックの削減量について、既存のプラスチック製品と比較しました。また、袋などインフレー
ション成形品では、バイオマスプラスチックを活用したBio LIMEXの事例も加えました。

【算定条件】
• 機能単位：飲料カップ1個（LIMEX製で14.4g）
•  スコープ：［原材料調達・ペレット製造］～［シート化］～
［真空成形］～［処分］
•  処分：一般廃棄物として焼却されることを想定
•  算定年：2022年

【算定条件】
• 機能単位：レジ袋1枚（LIMEX製で5.8g）
• スコープ：［原材料調達・ペレット製造］～［成形］～［輸
送］～［処分］

• 処分：一般廃棄物として焼却されることを想定
•  算定年：2019年

プラスチック代替品としての環境性能
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【算定条件】
• 機能単位：植木鉢1個（LIMEX製で1.51kg）
• スコープ：［原材料調達・ペレット製造］～［射出成形］～
［輸送］～［処分］
・輸送：LIMEXのみ ベトナム→日本 の海上輸送を加味
・成形：成形時の負荷はPPと同等と想定
・処分：一般廃棄物として焼却を想定
• 算定年：2022年

【算定条件】
• 機能単位：飲料カップ1個（LIMEX製で14.4g）
• スコープ：［原材料調達・ペレット製造］～［シート化］～
［真空成形］～［処分］
• 処分：ベール化されることを想定
• 算定年：2022年

LIMEX製品のライフサイクルを通じたGHG排出量は、焼却処分ではなくマテリアルリサイクルすること
で大幅に削減することができます。TBMは、自社運営のリサイクルプラントを運営するなど、LIMEXの資
源循環にも取り組んでいます。
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LIMEX Pellet (バージン)物性表

PP60-18L PP60-19M PP60-20HPE78-02MPP80-25L

インレフーション・真空・
押出成形グレード 射出成形グレード

下記はLIMEX Pelletの代表的な製品ラインナップです。
その他、各種グレードを揃えており、お客様のニーズや
ご希望の用途に合わせてご提供することも可能です。

※表中の物性値は測定値であり保証値ではございません。
※用途適合性については、上記物性値を参考に最終製品でご確認下さい。 ※資料の内容は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

参考物性
汎用PPと希釈時

ベース樹脂 - - PP  PE PP PP PP

MFR ISO1133 g/10min 1 - 0.6 6 20 50

シャルピー衝撃強度 ISO179 kJ/m2 - 5.0 - 5.2 3.4 2.6

曲げ強度 ISO178 MPa - 29 - 27 26 22

剛性(曲げ弾性率) ISO178 MPa - 2,900 - 2,300 2,500 2,300

引張降伏応力 ISO527 MPa - 15 - 15 14 13

破裂点伸び率 ISO527 % - 30 - 5 2 2

灰分 ISO3451-1 % 80 60 78 60 60 60

密度(比重) ISO1183 g/cm3 1.9 1.5 1.9 1.5 1.5 1.5

項目 測定方法 単位 希釈使用推奨  希釈使用推奨 高強度 標準 高流動

剛性に高さと重量感を活かし、
高級感のある環境商材ハン
ガーに仕上がっている。

コーベル
ハンガー

10L以上のサイズの大型植木
鉢も量産品として実現。
特徴的な石灰石の質感と重量
感も良さを引き出している。

DCM
植木鉢

石膏のような乾いた手触りや
マットで柔らかな光沢ある質
感、石灰石の重さを感じる重量
感が好評。

バンダイスピリッツ
恐竜プラモデル

オフィスの床下に数多く使用
される建材として、従来のプラ
スチック素材から転換するこ
とで環境配慮を実現。

アイリスオーヤマ
OAフロア

従来の袋から環境配慮型へ変
更し、デザインもLIMEXの白
を活かすものへ刷新。

ヨドバシカメラ
ショッパー

石灰石特有の手馴染みのよさ
や重厚感、マットな仕上がりが
高級感を演出し、化粧品会社の
評価を得ている。

KEMAS
化粧品容器

減プラを実現すると同時に、
通年で使用する上での十分な
性能も保有し、カレンダーフッ
クに採用。

富士通グループ
カレンダーフック

一般的なポリプロピレン(PP)
製に比べ、剛性が1.6倍まで向上。
さらに耐熱性も向上。

岐阜プラスチック工業
TECCELLハニカムコア材

LIMEX Pellet 成形例


