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ただいまご紹介頂きました、TBMの山﨑です。 
本日は、このような発表の機会を与えて頂き、本当にありがとうございます。 
これから、私たちの開発した、石灰石を主原料とし、 
プラスチックや紙の代替となる、持続可能な新素材、LIMEXのご紹介を、させて頂きます。 
 
I am Nobuyoshi Yamasaki, founder and CEO of TBM. Thank you very much for this great opportunity 
to present in front of you. Let me introduce LIMEX, a new sustainable material mainly made from 
limestone, which can become alternative to plastic and paper. 
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LIMEXのLIMEは、主原料の石灰石からきており、Xは、無限の可能性をあらわしています。 
実際にLIMEXは、プラスチックや紙の代替素材として、 
幅広いアプリケーションに、使って頂くことができます。 
 
What does LIMEX mean? The term “LIME” comes from limestone, the main raw material of LIMEX. 
The letter “X” is for infinite opportunities. LIMEX can be used for a broad range of applications as 
alternative to plastic and paper. 
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なぜ、石灰石なのか？ 
それは、世界中に、無尽蔵といってもいいくらいに、埋蔵量が豊富で、また、安価な資源だからです。 
資源のない日本でも、100%自給出来る、数少ない鉱物資源です。 
この石灰石を使うことで、貴重な木や水や石油の使用量を、大幅に削減し、 
エコノミーとエコロジーを、両立することができます。 
 
So, why LIMESTONE? This is because there is abundant reserve of limestone all over the world, some 
people say it is even inexhaustible.  And because of that limestone is an economical natural resource. 
Limestone is 100% self sufficient even in Japan. By using limestone, we can drastically save the use of 
water, wood and oil, realizing economy and ecology at the same time. 
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プラ代替としてのLIMEXの特徴を、お話しさせて頂きます。 
この図からお分かりいただけますが、原料の60-80%を、石灰石とすることで、 
石油の使用量を、大幅に削減することができます。 
 
Let me explain about the plastic alternative LIMEX. As shown in the figure, we can drastically reduce 
the use of oil by using 60 – 80% of limestone as raw material.  
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それでは、具体的なアプリケーションを、ご紹介します。 
使い捨ての食品容器、日用雑貨や文具など、幅広い用途に、お使い頂けます。 
また、世界中で、有料化や使用規制が進む、ショッピングバッグの代替にもなります。 
 
These are the examples of plastic alternative applications. LIMEX can be used for a broad range of 
applications such as single use food trays, daily goods and stationaries. LIMEX can become alternative 
to single use plastic bags which are now starting to be banned or levied all over the world.  
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それだけではなく、LIMEXは産業資材にも、お使い頂くことができ、 
これは、その一例ですが、開発中のLIMEXのハニカムボードと、表面シートです。 
ハニカムボードは、金属と比べて軽量でありながら、同等の強度を実現でき、 
家具や自動車、建装材などの、大きなマーケットも、狙うことができます。 
 
LIMEX can also be used for industrial applications. For example, this is a LIMEX honey comb board, 
and LIMEX surface sheets, currently under development. The honey comb board can realize the 
strength of metal with much lighter weight. We can target huge market such as furniture, automotive 
and construction materials. 
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次に、紙代替としてのLIMEXの特徴を、お話しさせて下さい。 
通常の紙は、製造にあたり、大量の木と水を消費しますが、 
LIMEXは、豊富にある石灰石と、少量の樹脂を原料とし、 
貴重な木と水を使用せずに、製造することができます。 
 
This slide shows the impact of LIMEX as alternative to paper. Massive water and trees are used to 
produce conventional paper. Instead, LIMEX uses limestone and a small volume of resin as raw 
materials, and can be produced without using water and trees. 
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製品として、日本ではまず、2016年夏に、名刺から、販売を開始いたしました。 
通常の紙と比較すると、1箱で10Lの水を、削減することができることとなり、 
それを可視化させて、メッセージするというコンセプトを、ご評価いただき、 
既に国内で、2500社以上の企業様に、お使い頂いております。 
昨年、このLIMEX名刺は、ドイツで、Red Dot Design Awardを、受賞させて頂きました。 
 
In Japan our first product was LIMEX business card, launched in summer of 2016. We can save 10L of 
water per box compared with the conventional paper, and more over, we can visualize the water 
saving impact to the public and deliver the message that water crisis is serious and that LIMEX users 
are taking effort to save water. With such concept, it is already used by over 2,500 enterprises in 
Japan. In addition, the LIMEX business card was awarded by the Red Dot Design Award in 2018. 
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名刺のほかにも、製品の採用事例が増えてきておりまして、 
日本では、飲食店のメニュー表や、商品タグ、ポスター、マップ、シールラベルなど、 
幅広い用途で、環境面や、耐久性、耐水性などが評価され、 
お使い頂き始めております。 
 
In addition to business cards, LIMEX is starting to be used for other applications these days in Japan, 
such as restaurant menu books, product tags, posters, maps, seals and labels. LIMEX is valued for its 
positive environmental impact and functionality such as water resistance and durability.  

CONDI 11 



世界中で貢献できる、LIMEXの素材開発を、現在も進めております。 
LIMEXは、安価で豊富な石灰石を主原料としながら、石油由来樹脂のみならず、 
バイオマス樹脂、生分解樹脂と組み合わせることができます。 
石油由来の成分をいっさい使わず、大幅なCO2削減を、 
バイオマス樹脂の、普及のネックであった価格を下げながら、 
エコノミーとエコロジーの両立を、実現することができます。 
 
We are continuing our R&D of LIMEX to contribute to the global market. We can combine the 
sustainable and economical raw material limestone with not only petro-chem based plastic, but also 
with biomass plastic and bio-degradable plastic. With this technology, we can realize a complete oil 
free, and reduce CO2 emissions drastically, at the same time reducing cost which was the bottleneck 
for biomass or biodegradable plastic to become popular. We can truly realize economy and ecology 
at the same time. 
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LIMEXの技術は、TBMのオリジナル技術であり、 
ベース特許は、世界30か国以上で、既に登録されております。 
アプリケーションや、製造方法に応じて、現在も、 
20以上の特許を、世界中で出願しており、 
現在も、研究開発を進めながら、知財開発に日々、取り組んでおります。 
 
LIMEX is our unique technology and the base patent is patented in over 30 countries, including US, 
Europe, China and Japan. Furthermore, we have submitted more than 20 patents for various 
applications and production process. We are continuing our R&D and intellectual property 
development. 
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今後も、グローバルの、プラスチックと紙の需要は、伸び続けます。 
先進国では、紙の消費量は減りますが、 
日本では、一人当たり、年間200kgの、紙を使うと言われています。 
例えばインドでは、まだ一人当たり、年間10数kgです。 
人口増加と、産業化の進展により、新興国が、需要の成長を、けん引します。 
同様に、プラスチックの消費量も、増加していくと、考えられます。 
 
私たちは、LIMEXで、この巨大な成長市場で、お使い頂けるよう、 
開発を、続けてまいります。 
 
The global plastic and paper market is projected to grow continuously. The paper market in advanced 
economies may decrease, however, the emerging market will lead the growth, through the 
population growth and industrialization. For example in Japan, the annual paper consumption per 
capita is about 200kg. In India, only 10 plus some kg of paper per capita is used annually, and will 
definitely grow as the economy grows. Likewise, plastic demand is also projected to grow. We are 
continuing our R&D to target these huge markets. 

CONDI 14 



LIMEXは、大変ありがたいことに、世界中から、注目や期待を頂いております。 
 
It is a great honor for us that LIMEX is gaining a lot of attention and expectation 
from all over the world. 
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既に世界中から、エリアのかたよりなく、500を超えるお問い合わせを頂いており、 
 
Already there are more than 500 inquiries from all over the world. 
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さらに、LIMEXは世界中で、コラボレーションを実現しております。 
世界の名だたるベンチャーが活躍する、シリコンバレーでもいくつかのアワードを頂いたり、 
世界中のESG投資家が、投資先企業を選定する際に、 
参照するスコアリングを行うCDPとも、パートナーシップを結んで頂いたり、 
昨年12月には、日本の環境省からご指名を頂いて、 
ポーランドで行われたCOP24にも、日本政府代表団の一員として、参加させて頂きました。 
 
 
We are collaborating with various key organizations around the world. 
We were honored to receive several awards from Silicon Valley. 
We have partnered with CDP, the organization that provides ESG scores of major companies to ESG 
investors so that the investors can decide which company to invest in. 
We were invited by the Ministry of Environment of Japan to the COP24 conference held in Poland last 
year, and participated as the member of Japanese government delegation. 
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ここからは、私たちの考える将来ビジョンを、ご紹介させて下さい。 
 
Now, let me share our future vision with LIMEX. 
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LIMEXの将来ビジョン、それは、アップサイクルと、生分解性を両輪とした、サーキュラーエコノミーの
構築です。 
世界各地で、その国で現地の石灰石を使い、工場を作って雇用を創出し、LIMEXを使った場所で、
アップサイクルしていきます。 

アップサイクルとは、元々お使い頂いたものよりも、一つ手を加えて価値を上げて、再製品化するこ
とを、アップサイクルと言います。 
 
どうしても、LIMEX製品の回収・アップサイクルが難しいエリアや用途では、生分解性LIMEXを開発し、 
万が一捨てられても、環境への影響がないような製品の開発を現在、進めております。 
 
The future vision of LIMEX is to develop local circular economies, with “upcycling” and “bio-
degradation”. In all over the world, we can use locally sourced limestone, produce at local factory 
with local employment, supply to the local market and upcycle locally. “Upcycle” means to add a new 
value to the used product and transform to a higher value product. For areas and applications that 
are difficult to collect and upcycle used LIMEX products, we will develop a bio-degradable LIMEX, in 
order to minimize the negative impact to nature even if it is disposed to the environment. 
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LIMEXを用いた、アップサイクルの事例を、ご紹介します。 

昨年のブラインドサッカー国際大会では、これまでリサイクルできず、廃棄するしかなかった横断幕
に、LIMEXをお使い頂き、 

大会後に回収して、スマホケースにアップサイクルし、大会のオフィシャルグッズとして、販売してい
ただきました。 
 
Let me introduce an example of LIMEX upcycling. At the international blind soccer world grand prix 
held in Tokyo last year, LIMEX was used for the banner, which was usually wasted after the game. The 
LIMEX banner was collected after the game and was upcycled into a smartphone case, which was 
sold as the official goods of the association at the following games. 
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アップサイクル、循環型の仕組みの実現に向けて、日本では既に、複数の自治体との協働を、始め
ております。 
 
漆で有名な、福井県鯖江市では、お使い頂いたLIMEX製品を、漆製品にアップサイクルし、海外に
輸出することを考えており、 
日本の伝統工芸である漆と、日本の新素材である、LIMEXとのコラボレーションで、地方創生に貢献
していきます。 
 
横浜市のある神奈川県では、県知事が、LIMEXを用いた循環型のシステムを作ろうと、 
LIMEXを使うパートナー、回収して集めるパートナー、アップサイクルするパートナーを、オフィシャル
に募集し、 
海外の方に見に来て頂けるような、循環型の仕組みを、一緒に構築しようと、仰っていただいており、 
昨年末に、共同で記者発表もさせて頂きました。 
 
In Japan, we have already started to collaborate with local governments in order to realize the 
upcycling and circular infrastructure. At Sabae City, famous for its traditional coating called “URUSHI”, 
we are upcycling the locally used LIMEX products into URUSHI products and targeting to export them 
to overseas. This is a collaboration between Japanese traditional technology and Japanese new 
material technology, which can contribute to local economy growth. At Kanagawa prefecture, where 
Yokohama City is located, the local governor has officially called for partner companies to use, collect 
and upcycle LIMEX products. He is willing to develop a circular economy model that can be 
showcased to the overseas, and we have done a joint press conference at the end of last year. 
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脱プラ規制が、世界中で進む中、スピードを上げて、世界中にLIMEXを広めるために、 
既存のプラスチック成型設備を使って、そのまま成型できる素材開発を、進めております。 
 
今まで、プラスチックを作っていた設備を、有効活用することで、 
大きな投資をせずに、LIMEXをお作り頂き、 
大きな貢献を、圧倒的なスピードで、世界中で実現できると、考えております。 
 

ご紹介したLIMEXを、世界中に広めることで、 
世界中に産業と雇用を創出し、資源の枯渇問題に貢献しながら、 
サステナブルな循環型社会の実現に向けて、挑戦していきます。 
ぜひ、皆さまにも、様々な形で応援頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 
本日はありがとうございました。 
 
As the plastic regulations are coming to live all over the world, in order to 
significantly accelerate the expansion of LIMEX, we are working to develop the 
LIMEX material that can be used with the existing plastic molding machineries. We 
can save the investment and realize the speed to contribute to resolving this serious 
environmental issue at a global scale, by effectively utilizing the existing facilities 
currently used for plastic molding. 

 
We will continue to take on the challenge to realize the sustainable circular economy, create new 
industry and employment, and resolve the issue of the global natural resource depletion, by 
expanding LIMEX globally. I highly appreciate your support in any kind on our journey to expand 
LIMEX. Thank you so much for listening. 
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