
『リユースを生活の一部に』 
 

～リユース事業者網を活用した 
住民の便益増大 および 循環経済への転換における 

連携についてのご相談～ 



　弊社について 

　連携の背景/概要/内容 

　連携による価値提供 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弊社について：会社概要 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弊社について：事業拠点 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弊社について：事業内容 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「楽器寄付ふるさと納税」に実行委員会として参画 

■主旨 
全国に眠る休眠楽器を需要ある学校及び音楽団体等へ 
寄附し感謝の心と笑顔あふれるまちづくりの活性化を図る 
 
■内容 
日本全国に眠る“休眠楽器”を寄附いただくことで 
楽器が不足している教育機関・音楽団体へ寄贈するとともに 
楽器寄付者は「ふるさと納税制度」を活用し 
楽器の査定額が税金控除される国内初の取り組み 

■参画自治体 

弊社について：自治体との取り組み 

https://www.gakki-kifu.jp/
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弊社について：SDGsと当社事業との連関 

SDGs（持続可能な開発目標）を経営の指針に掲げる 



連携の背景：社会的なサーキュラー・エコノミーへのシフト 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サーキュラー・エコノミーの一翼を担うリユース 

出典：経済産業省　循環経済ビジョン2020 

サーキュラー・エコノミーの全体像 

https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522004/20200522004-1.pdf


連携の背景：リユースの利用状況 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出典：環境省　リユース市場規模調査報告書（平成30年度） 

2012年：57.7％ 
2015年：60.5％ 
2018年：66.4％ 
と年々増加傾向 

利用したことがない人の割合は増加傾向 

過去１年間における自らが使わなくなった製品の売却・引渡し 

https://www.env.go.jp/recycle/H30_reuse_research_report_all.pdf


連携の背景：不要品の保管率 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出典：環境省　リユース市場規模調査報告書（平成30年度） 

小型品だけではなく 
家具・家電など大型品
の保管率も高い 

自宅で保管される不要品は多く、未来の廃棄物に 

不用になった製品の排出・引渡先 

https://www.env.go.jp/recycle/H30_reuse_research_report_all.pdf


連携の背景：リユース市場について 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出典：経済産業省　我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（平成29年度） 

過去1年間に不要となった製品の推定価値 
(自動車・バイク・原付バイクは含まず) 

7兆6,254億円 

顕在化しているリユース市場 

約2兆1,000億円 
出典：みんなのかくれ資産調査委員会（平成30年度） 

37兆円以上 

28万1277円 

1人当たりの平均“かくれ資産” 

日本の家庭に眠る“かくれ資産”総額推定 

年間約5.5兆円の不要品が保管され、かくれ資産は約37兆円 

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/outlook/h29reportv3.pdf
https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/stats.html
https://www.nli-research.co.jp/files/user/report/researchers_eye/2018/eye181107-1_1.pdf?site=nli


連携の背景：廃棄物量低減から資源効率性向上へ 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資源効率性向上のためリユースの拡大が必要 

出典：経済産業省　循環経済の目指す姿 

日本版サーキュラー・エコノミーのコンセプト 

廃棄物の量は減少し 
処理費用は増加の現状 

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/junkai_keizai/pdf/009_01_00.pdf


連携の背景：リユースによる使用年数の変化  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製品 

リユースなし 
平均使用年数 

リユースあり 
平均使用年数 

テレビ 

「平成 22 年度 使用済製品等のリユース促進事業研究会 報告書」より算出  

冷蔵庫  洗濯機  エアコン  いす  たんす 

12.2年 

11.6年 

11.3年 

11.0年 

7.8年 

7.2年 

12.6年 

12.1年 

5.8-15.5年 

4.7-12.6年 

6-18.5年 

4.9-15.1年 

（+1.1-2.9年） （+0.6年）  （+0.3年）  （+0.6年）  （+0.5年）  （+1.1-3.4年） 

削減効果/年 
23万台  12万台  99万台  30万台  20万台  2万台 

(7.6千t)  (28.5千t)  (7.4千t)  (8.5千t) 

資源効率性向上により廃棄物削減・CO2排出削減 

https://www.env.go.jp/recycle/report/h23-01/full.pdf


住民 

『リユースを生活の一部に』  

連携の背景：連携の必要性 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リユース機能 

自治体 
地域への影響力  リユースの拡大 



連携の概要：住民がリユースをしない理由 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リユースの認知度・情報不足が課題 

出典：環境省　使用済製品のリユース等に関するアンケート（平成27年度） 

中古品・リユース品として使用済製品を引き渡したことがない理由 

https://www.env.go.jp/recycle/circul/reuse/confs/rep27-2_dv2.pdf


連携の概要：住民がリユースショップを利用しない理由 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ショップ利用には網羅性・透明性・利便性が必要 

出典：環境省　使用済製品等のリユース促進事業研究会（平成22年度） 

リユースショップで売却・引渡をしなかった理由 

幅広い商品に対応する網羅性 

納得感を出すための透明性 

手間を無くすための利便性 

https://www.env.go.jp/recycle/circul/reuse/confs/workshop_22-02/mat03.pdf


処分 

連携の概要：住民のお悩み 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家電 
4品目 

粗大 
ごみ 

自治体発行 
の処分券 

指定日に 
指定箇所 
へ持込 

大型品処分は住民に費用・手間の負担が大きい 

費用の発生 

出典：環境省　リユース市場規模調査報告書（平成30年度） 

不用になった製品の排出・引渡先の選定理由  不正業者の利用や不法投棄に繋がる可能性 

手間の発生 

処分 

家電 
リサイクル券 

小売店や 
指定場所 

に引渡・持込 

https://www.env.go.jp/recycle/H30_reuse_research_report_all.pdf


連携の概要：自治体・弊社の取組むべきこと 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自治体 

網羅性・透明性・利便性を 
最大化するリユースの提供 

リユースの 
認知度向上・情報提供 

・WEB上での情報提供 
　→ 家電4品目、粗大ごみのコンテンツ内など 
 
・広報活動での認知度向上 
　→ 広報誌、ポスター、チラシなど 

日本国内トップの買取比較サービス 

 
 
サービス開始   ：2001年 
年間依頼数　   ：約33万件 
加盟店数　　 　 ：約1,000店舗 
ユーザー男女比：50対50 
ユーザー年齢層：40-50代が約60％  
ユーザー世帯数：3-4人世帯が約60％  



連携の内容：｢おいくら」サービス概要 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弊社 

① 査定依頼 

④ ニーズにあったショップを選択し利用 

③ 加盟店から査定結果　(最大20社) 

リユース事業者網 

② 査定情報 

ユーザー 

リユース事業者網を活用し網羅性・透明性・利便性を最大化 

1度の依頼で最大20社の査定結果が比較検討可能 
日本国内トップの買取比較サービス 



連携の内容：｢おいくら」の特徴① 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全国に約1,000店舗が加盟  幅広い対応ジャンル 

査定返答率80％  訪問での買取提案が90％ 

査定金額がお付けできる確率 
訪問・宅配・店頭買取の中で 

訪問買取の提案がされる確率 

網羅性 

利便性 

https://oikura.jp/shop/
https://oikura.jp/offer-form/?baitai=rps


連携の内容：｢おいくら」の特徴② 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■ 古物商許可の確認 
■ コンプライアンスチェック 
■ 代表者の身分証確認 

入会基準 

▲ 法令違反 
▲ 規約違反 
▲ 是正勧告に従わない 

退会基準 

加盟店の品質担保  ユーザーサポート 

トラブル発生時はユーザーと加盟店の
間に弊社が入りサポートも可能 

加盟店のレーティング  納得した上でリユースを利用 

今後も管理体制は強化 

商品カテゴリや買取方法 
距離や査定の返答率 
などから最大20社を選出 
 
今後もレーティングの改善
を実施、ユーザーにとってよ
り良い加盟店の選出 

1  2  20 ～ 

1社推薦ではなくユーザーが 
最大20社から比較検討し利用 

透明性 

+α 
信頼性 

+α 
信頼性 

+α 
公平性 



連携の内容：｢おいくら」の理由 

22 

専門知識 
(楽器・機材など) 

1社だけで多くのニーズに応えるのは限界がある 

高額 

低額 

小型  大型 

CtoC領域 
フリマアプリ 

CtoB領域 
リユースショップ 

リユース事業者網を 
活用したカバー領域 

搬出技術 
（家具・家電など) 

真贋能力 
(ブランド・骨董など) 

技術・能力必要なし 
（書籍・衣類など) 

透明性の最大化  網羅性の最大化 

利便性の最大化 



連携の内容：運用フロー 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おいくら 

加盟店 

ユーザー 

自治体 

不要品 
発生前 

不要品 
発生後 

査定  買取  再販売 

情報提供 
広報活動 

おいくら認知 

依頼情報 
の受付 

依頼情報 
の提供 

依頼 

査定結果 
の返答 

査定結果 
の受付 

査定結果 
の比較検討 

加盟店を 
選択し連絡 

買取を実施 
買取品の 
再販売 



公平性・信頼性 
を担保し 

網羅性・透明性・利便性 
を最大化したリユース 

連携による価値提供：三方良し 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連携により、三方良しの世界を実現 

不要品処分時の 
費用・手間を削減 

住民 

自治体  社会 

ごみ処分量と 
費用を削減 

リユースによる 
循環経済の推進 



 
 

2050年カーボンニュートラル 
脱炭素社会の実現現 

連携による価値提供：グリーンとデジタルが成長の源泉 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日本の成長にも繋がる連携へ 

出典：第二百三回国会における菅内閣総理大臣所信表明演説　（令和2年度） 

グリーン社会の実現 

出典：菅内閣総理大臣記者会見　（令和2年度） 

 
 

行政サービスや 
民間におけるデジタル化 

デジタル社会の実現 

グリーンとデジタルが最優先課題とされる 

https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2020/1026shoshinhyomei.html
https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/statement/2020/1204kaiken.html

