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リサイクル率97.5％
1ℓの天ぷら油から1ℓの燃料へ

エコ・トピックス

使用済み食用油をリサイクルした

認定番号 H27-08 創エネ・再生可能エネ 省エネ 省資源・再資源 リユース リサイクル 長寿命 その他

使用済み食用油は、少量の副原料との化
学反応（エステル交換反応）で「Ｃ－ＦＵＥ
Ｌ」に生まれ変わります。当社の燃料化工
場（宇治田原町）では、独自技術によりリ
サイクル率を97.5％まで高めるとともに、
副生するグリセリンもボイラー燃料として
工場内で利用します。ほとんど捨てるもの
がない非常に効率的なリサイクルです。
天ぷら油は、捨てずにリサイクルにご協力
ください。

天ぷら油はとても身近な資源ですが、そのリサイクルは社会的にまだまだ浸透し
ておらず、家庭からの天ぷら油の回収率は１０％程度と言われています。普及啓
発のため、当社では、「Ｃ－ＦＵＥＬ」で走るゴーカートを使った小学校での環境授
業や地域でのエコイベントへの出展、また、京都サンガＦＣのホームゲームでは
サポーターから天ぷら油を集めるなど、様々な活動を行っています。

京都府民の天ぷら油をリサイクル
すれば年間20,000㌧超のＣＯ２削減
当社の燃料化工場は、年間９００万ℓの使
用済み食用油をリサイクルできる能力が
あります。これは、京都府の人口（約２６０
万人）に相当する家庭での天ぷら油消費
量とほぼ同じ量です。この全てを「Ｃ－ＦＵＥ
Ｌ」にリサイクルし、軽油の代わりに使用す
れば、年間でＣＯ２を約23,220㌧削減※で
きます。※軽油１ℓの燃焼時に排出されるＣＯ２は

2.58kgですが、バイオディーゼル燃料（植物系燃料）は、
理論上、ＣＯ２排出量はゼロとされ、地球上のＣＯ２を増加
させません。

海外で高い評価を受ける
「京都産燃料」

家庭や飲食店で使用した天ぷら油など、
“使用済み食用油”をリサイクルしたバイ
オディーゼル燃料。軽油（バス、トラック等
のディーゼル車両の燃料）の代替燃料とし
て、１９９７年のＣＯＰ３での「京都議定書」
の採択を機に、京都市の市バス（約100
台）・ごみ収集車（約２３０台）での利用が開
始され、現在では南丹市の農業用車両を
はじめ自治体及び企業のバス、トラック、
建設重機、船舶等の燃料として幅広く利
用されています。

京都産業エコ・エネルギー推進機構は、平成20年度から京都エコスタイル製品を認定してきました。過去の認定製品は次のとおりです。

平成20～26年度「京都エコスタイル認定製品」一覧

Bio-T
LEDスポット電球
eco陶器
MRⅢ 雅
ヌカエルパック・クリアファイル
シルク軽量未来畳
京都府内産杉集成柱「ひなた」
エコクレイ
ecoシュリンクトンネル
ふろしきスタートセット（教本付）
kyo-seifuku ecoさくら
ベビースリング
モス・トポス

排水再利用装置ダブルクリーン
HIROTUGU SLIDE
バイオマス製品（米袋・エコうちわ）
土舗装材「京たたき」
外断熱の地熱住宅

垂直軸直線翼型風力発電機「KYOWIND」
簡易使用電力記録計「S-WATT」
繰り返し使える脱臭剤「エコ ハニカム炭」
節電シート「カーボンウェーブ®」
エコ窓「セルフメイクペアガラス（後付断熱窓キット）」
塗るだけで省エネ遮熱・断熱塗料「優（かぜ）風 HS-300」
直管型LEDランプ「WELLECO（ウェレコ）」
リサイクル打錠成型用金型「リサイクル杵」
使用電力最適化システム・省エネ支援システム「PNシリーズ」
ポリ乳酸（PLA）繊維活用製品群「ティーロード ソイロン」＆「泡立てネット」

エレノーズ
柿渋染敷布・敷パッド・枕カバー・くつ下SuzushiinDA®
エスピュアSJジェル
LEDバーライト「ウィルライン」
アンゼンマン
防災備蓄畳ひと安心
はがし太郎
災害対応・地域貢献型「高出力太陽光発電システム」

有限会社 アップル・ワイズ
エーシック 株式会社
風の谷工房
株式会社 佐藤喜代松商店
株式会社 白石バイオマス
有限会社 畳工房ヨシオカ
辻井木材 株式会社
東和スポーツ施設 株式会社
株式会社 ニッサンキコー
宮井 株式会社
有限会社 村田堂
株式会社 モア・サンク
株式会社 モスネットジャパン

有限会社 エコ京都ダブルクリーン
有限会社 家具のヤマカワ
株式会社 白石バイオマス
株式会社 中藏
橋本工業 株式会社

生田産機工業 株式会社
インフォテック 株式会社
株式会社 Ｈ＆Ｃ技術研究所
株式会社 大木工藝
サン・ウインドトーヨー住器 株式会社
株式会社 鈴木松風堂
株式会社 タエイジャパン
株式会社 ツー・ナイン・ジャパン
パルコスモ 株式会社
山中産業 株式会社

ウインドナビ 株式会社
柿渋Houseみます
佐々木化学薬品 株式会社
サンライテック 株式会社
大洋電子 株式会社　京都営業所
有限会社 畳工房ヨシオカ
タマヤ 株式会社
和晃技研 株式会社

H21-1
H21-2
H21-3
H21-5
H21-6
H21-7
H21-8
H21-9
H21-10
H21-11
H21-12
H21-13
H21-14

H22-1
H22-2
H22-4
H22-5
H22-6

H23-1
H23-2
H23-3
H23-4
H23-5
H23-6
H23-7
H23-8
H23-9
H23-10

H24-1
H24-2
H24-3
H24-4
H24-5
H24-6
H24-7
H24-8

認定番号 製品名 企業名

平成
21年度

街灯等用円筒形発光ダイオード（LED）
屋上・壁面緑化ユニット
和紙織ストール
絹製珈琲フィルター
eプリント
京都和束のお茶「茶びん」ほうじ茶
エコパッケージ
京都晒綿紗シリーズ 寝装品・パジャマ・タオル
キュービックフローター
有機 三年番茶
マルヒロ エコロジー土シリーズ 荒壁パネル
GreenLeaf 五組
みます顆粒柿渋
京のこもれ灯
京堆肥

岩崎照明 株式会社
株式会社 ヴァロール
有限会社 おくに庵
有限会社 織道楽 塩野屋
カワバタプリント
特定非営利活動法人 木野環境
株式会社 三幸
大東寝具工業 株式会社
株式会社 中川パッケージ
株式会社 播磨園製茶
株式会社 丸浩工業
株式会社 溝川
株式会社 三桝嘉七商店
株式会社 山商
株式会社 ヨードクリーン

H20-1
H20-2
H20-3
H20-4
H20-5
H20-6
H20-8
H20-9
H20-10
H20-11
H20-12
H20-13
H20-14
H20-15
H20-16

平成
20年度

平成
22年度

平成
23年度

I_DENCON 10kVA-PCS
ゼロエアユニット（流体送出入駆動装置）
黄銅異形中空棒「ミトーセル」
みつまたオブジェ
ユニライトパネル「禅（ぜん）」
床デコシリーズ（貼るだけ簡単フローリング床デコ、床デコ現状復旧タイプ、床デコ防音タイプ、床デコＬＬ４５遮音下地）
バイソンサイクロン・ジェネレーター
ｍａｄｏｃｏ
学童用デスク天板
多機能 my電源『ひとり占め』

株式会社 アイケイエス
ＮＫＥ 株式会社
開明伸銅 株式会社
かね井染織 株式会社
株式会社 彩ユニオン
株式会社 ＤＩＹ ＳＴＹＬＥ
内外特殊エンジ 株式会社
平安建設工業 株式会社
株式会社 溝川
和晃技研 株式会社

H25-1
H25-2
H25-3
H25-4
H25-5
H25-6
H25-7
H25-8
H25-9
H25-10

平成
25年度

平成
26年度

平成
24年度

LEDあんどん
超薄型導光板ＬＥＤ照明
ナノセラミック分離膜
Kyo Pallet ®（荷役用パレット）
据置型バインド電池
フラクタルテント「こもれび」
高性能内外壁材QBBシリーズ（QBB,QBBミニを用いた赤れんがグッズ)
洗浄用マイクロナノバブル発生システムＴＦＢＳ－１
省エネ型薪ストーブ 琴引（コトヒキ）
ザ・セイバー（THE SAVER）

H26-1
H26-2
H26-3
H26-4
H26-5
H26-6
H26-7
H26-8
H26-9
H26-10

有限会社 アイ工房
株式会社 飯田照明
イーセップ 株式会社
エースジャパン 株式会社
CONNEXX SYSTEMS 株式会社
株式会社 彩ユニオン
株式会社 DIY STYLE
有限会社 トリビオックスラボラトリーズ
株式会社 松田精工
株式会社 ライフブイ

世界一過酷な自動車レース「ダカール・ラリー
２００７」では、「Ｃ－ＦＵＥＬ」使用の日本車が、バ
イオディーゼル燃料を１００％使用した車両と
して大会史上初めて完走しました。「Ｃ－ＦＵＥ
Ｌ」は、環境先進地域のＥＵではＩＳＣＣ認証（バ
イオ燃料の持続可能性を証明する認証）を受
け、欧州市場にも輸出。また、アジア地域で
は、ベトナム国営鉄道のディーゼル機関車の
燃料として試験走行を実施するなど、今後も
地球温暖化対策に寄与してまいります。
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