参考資料

参考資料①
オフセット・クレジット（J-VER）制度登録プロジェクト一覧（平成 23 年 2 月末現在）
クレジット 発
プロジェクト
登録日

プロジェクト名

方法論

行見込量
登録番号
[tCO2/年]*

高知県木質資源エネルギー活用事業 A (国内排出
H20/12/19

0001

1,076

0000

0001

2,692

0001

0002-1

7,625

0002

0002-2

1,795

0003

削減プロジェクトからのＶＥＲ認証・管理試行事業)
H20/12/19

高知県木質資源エネルギー活用事業 B

H21/07/01

北海道 4 町連携による間伐促進型森林づくり事業
住友林業株式会社社有林管理プロジェクト I (宮崎事

H21/07/01
業区)
H21/07/01

高知県森林吸収量取引プロジェクト

0002-1

1,019

0004

H21/11/10

徳島県那賀郡那賀町における森林吸収源事業

0002-1

938

0005

E001

85

0006

尾瀬戸倉山林の間伐材を利用した温室効果ガス削
H21/11/10
減プロジェクト
H21/11/10

五味温泉等森林バイオマスエネルギー活動事業

E001

248

0007

H21/12/03

滝上町ホテル渓谷木質バイオマス活用プロジェクト

E001

236

0008

H21/12/03

鳥取県県有林 J-VER プロジェクト

R001

556

0009

H21/12/03

東河内株山共有林森林管理プロジェクト

R001

132

0010

H21/12/03

諸塚村森林炭素吸収量活用プロジェクト

R001

679

0011

H21/12/03

熊本県小国町間伐推進プロジェクト

R001

504

0012

H21/12/03

紋別市有林間伐促進型森づくり事業

R001

1,125

0013

E003

99

0014

E002

275

0015

R001

393

0016

E002

225

0017

E001

620

0018

R001

159

0019

長野県木質ペレットストーブの使用による J-VER プ
H21/12/03
ロジェクト
H21/12/03

梼原町木質バイオマス地域資源循環事業
森の町内会 (間伐サポーター企業群と岩手県岩泉

H21/12/03
町・葛巻町の連携による間伐促進プロジェクト)
H21/12/03

足寄町森林バイオマスエネルギー活用事業
高知県仁淀川町池川木材工業有限会社における間

H22/02/05
伐材由来木質バイオマス残渣の熱利用事業
H22/02/05

松阪森林吸収プロジェクト
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浜松市天竜区春野町堀之内での間伐促進型オフセ
H22/03/29

R001

74

0020

E004

56

0021

R002

1,394

0022

R001

397

0023

E001

286

0024

R002

3,455

0025

E003

92

0026

E002

229

0027

ット事業
当別ふれあいバスによる廃食用油由来バイオディー
H22/03/29
ゼル燃料活用プロジェクト
三重県大台町宮川流域における持続可能な森林管
H22/03/29
理プロジェクト
H22/03/29

鹿島社有林整備吸収源プロジェクトその 1 (宮崎)
美幌町峠の湯びほろ木質バイオマスボイラー活用プ

H22/03/29
ロジェクト (美幌町 低炭素なまちづくりプロジェクト)
近畿、中国地方における前田林業(株)森林吸収源プ
H22/03/29

ロジェクト ～ママとちびっ子のふれあい森林吸収源
プロジェクト～
新潟市木質ペレット使用による J-VER プロジェクト

H22/03/29

（石油の里から木質エネルギーの里へ代替プロジェ
クト）
埼玉県もくねん工房の木質ペレットを活用した化石

H22/04/28
燃料代替プロジェクト
H22/04/28

鹿島グループ・バイオディーゼル活用プロジェクト

E004

260

0028

H22/05/25

神奈川県王子製紙間伐促進プロジェクト

R001

1,203

0029

R001

723

0030

R001

173

0031

R001

126

0032

R001

1,847

0033

R002

2,084

0034

鳥取県芦津財産区による森林整備活動を用いた温
H22/05/25

室効果ガス排出削減事業 －芦津の森 いきいき木
こりプロジェクト－
北秋田地域振興事業における上小阿仁村 J-VER プ

H22/06/16
ロジェクト
H22/07/09

鹿島社有林整備吸収源プロジェクトその 2 (福島)
アサヒビ－ル所有林アサヒの森(広島県)での間伐促

H22/08/17
進による CO2 吸収事業
釜石地方森林組合による集約化施業(森林整備活
H22/08/17

動)を用いた温室効果ガス吸収事業～釜石市緑のシ
ステム創造事業～

H22/09/17

智頭町 間伐促進プロジェクト

R001

644

0035

H22/09/17

喜多方市森林整備加速化プロジェクト

R001

330

0036
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H22/09/17

日田市上津江町 間伐推進プロジェクト

R001

764

0037

R001

817

0038

E003

28

0039

E002

56

0040

R001

907

0041

E006

96

0042

富山市と森林組合による間伐促進型森づくり事業
H22/10/25
～「森のチカラ」富山プロジェクト～
ペレット燃料普及による栗駒山麓森林資源活用プロ
H22/10/25
ジェクト
宮城県栗駒木材による木質ペレットボイラーでの温
H22/10/25
室効果ガス排出削減事業
H22/10/25

岩手県県有林における森林吸収量取引プロジェクト
大阪府キンキ寝具株式会社における低温排熱回

H22/10/25
収・利用技術を利用した温室効果ガス排出削減事業
H22/11/15

SGH グループ高知・徳島山林長期経営プロジェクト

R002

2,170

0043

H22/11/15

「三井物産の森」北海道 間伐促進吸収プロジェクト

R001

3,591

0044

R001

358

0045

R001

299

0046

R001

456

0047

E002

297

0048

東京大学千葉演習林間伐推進プロジェクト ～東京
H22/11/15
大学サステイナブルキャンパスプロジェクト～
青森県県有林 森林吸収プロジェクト （幸せの青い
H22/11/15
森プロジェクト）
徳島県林業公社社有林森林吸収プロジェク ～公有
H22/11/15
林化を進める“とくしま絆の森”プロジェクト～
岐阜県下呂地域・美輝の里 木質バイオマス燃料を
H22/11/15

用いた温室効果ガス削減事業 ～清流の郷 森林エ
ネルギー循環プロジェクト～

H22/11/15

北海道王子製紙間伐促進プロジェクト

R001

5,946

0049

H22/11/15

秋田県県有林 J-VER プロジェクト

R001

246

0050

R001

148

0051

R001

956

0052

R001

1,088

0053

R001

526

0054

R002

1,357

0055

三田農林株式会社 間伐促進型プロジェクト (岩手
H22/11/15
県盛岡市)
北海道広尾町有林における森林吸収プロジェクト
H22/11/15
～サンタの森づくりプロジェクト～
熊本県県有林による間伐を用いた温室効果ガス吸
H22/11/15
収事業
上士幌町有林間伐促進プロジェクト (次世代に引き
H22/12/22
継ぐ豊かな森林づくりプロジェクト)
H22/12/22

東濱植林 広川町 森林管理プロジェクト ～木の国
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森づくりシアワセプロジェクト～
大阪府株式会社ケーシーシーにおけるボイラー装置
H22/12/22

E011

80

0056

E004

33

0057

R001

522

0058

R002

743

0059

E007

437

0060

R002

2,988

0061

R001

2,359

0062

R001

12,184

0063

R001

1,257

0064

72

0065

R001

559

0066

R001

640

0067

E004

5

0068

E004

15

0069

E004

265

0070

の更新による温室効果ガス削減事業
京都・びわ湖地域 カシックス・油藤商事共同による
H22/12/22
バイオディーゼル(B100)代替え事業
久万広域森林組合による久万高原町における間伐
H22/12/22
促進型森林吸収プロジェクト
紀州・和歌山における山長林業株式会社森林吸収
H22/12/22

源プロジェクト ～木造住宅を絆として、山と都市市
民をつなぐプロジェクト～
長野県薪ストーブの使用による J-VER プロジェクト

H22/12/22
～顔の見えるあたたかいクレジットから森づくり～
磐城造林(株)社有林における田人町旅人での森林
H22/12/22
吸収プロジェクト
鳥取県造林公社における間伐促進型プロジェクト
H22/12/22
～大山の森 森林吸収プロジェクト～
H22/12/22

やまなし県有林活用温暖化対策プロジェクト
北海道津別町による町有林内における間伐推進を

H22/12/22
図りながらの森林 CO2 吸収促進事業
大阪府太陽染工株式会社におけるボイラー装置の

E006
H22/12/22

更新及び低温排熱回収・利用技術を利用した温室
E011
効果ガス排出削減事業
南組グループ森林吸収源事業 （ウォータージェット

H22/12/22
CO2 削減プロジェクト）
標津町防風林育成事業 ―サケのふるさとの森林づ
H22/12/22
くりプロジェクト―
株式会社無垢 B-100BDF による学校給食配送プロ
H23/01/19
ジェクト
十勝地域における昭和工業(株)BDF 活用プロジェク
H23/01/19

ト ～環境モデル都市帯広市を中心とした十勝の低
炭素社会への貢献プロジェクト～

H23/01/19

東温市学校給食センターBDF 利用プロジェクト
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池田市他におけるバイオディーゼル燃料 100％バス
H23/01/19

E004

50

0071

の運行
H23/01/19

ニッタ株式会社豊頃町間伐促進プロジェクト

R001

1,555

0072

H23/01/19

白神山麓・八峰町有林 J-VER プロジェクト

R001

1,033

0073

H23/01/19

士幌町有林間伐促進による森林づくりプロジェクト

R001

692

0074

R001

356

0075

R002

2,484

0076

E001

345

0077

E011

666

0078

R001

2,001

0079

R001

1,419

0080

R001

1,737

0081

R001

551

0082

E004

264

0083

E011

33

0084

E011

93

0085

R001

111

0086

R001

6,052

0087

岐阜県中津川市苗木財産区による間伐促進型森林
H23/01/19
吸収プロジェクト ～苗木っこを育む森林づくり～
三重県宮川上流部 宮川森林組合による持続可能
な森林経営促進型プロジェクト よみがえれ森
H23/01/19
林！！林業活性化に向けて ～森の声をかたちに
～
下川町役場周辺地域熱供給システムバイオマスエ
H23/01/19
ネルギー活用プロジェクト
京都府鉄道リネンサービス株式会社におけるボイラ
H23/01/19
ー装置の更新による温室効果ガス削減事業
岐阜県 東白川村森林組合の「FSC 認証林」間伐プ
H23/01/19

ロジェクト ～つちのこ村で、環境にやさしい里山づく
り～

H23/01/19

福岡市営林間伐促進型プロジェクト
関東･東海･近畿･中国地方における木原造林(株)森

H23/01/19

林吸収プロジェクト ～環境に優しい森林保全プロジ
ェクト～

H23/02/14

「三井物産の森」三重県 間伐促進吸収プロジェクト
福岡県・株式会社フチガミ廃食用油由来バイオディ

H23/02/14
ーゼル燃料活用
大阪府伸興樹脂株式会社におけるボイラー装置の
H23/02/14
更新による温室効果ガス削減事業
大阪府日本エアリネン株式会社におけるボイラー装
H23/02/14
置の更新による温室効果ガス削減事業
H23/02/14

静岡県王子製紙間伐促進プロジェクト
内子町環境まちづくりと連動した間伐促進型 CO2 吸

H23/02/14
収量活用プロジェクト
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H23/02/14

高知県森林吸収量取引プロジェクト B

R001

1,577

0088

H23/02/14

北清企業バイオディーゼル燃料活用プロジェクト

E004

203

0089

*プロジェクト事業者が提出した計画書中にある年度平均の想定温室効果ガス排出削減吸収量
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参考資料②
オフセット・クレジット（J-VER）認証・発行状況一覧（平成 23 年 2 月現在）
モニタリング
認証日

プロジェクト名

クレジット
クレジット量

期間

状況
認証番号

高知県木質資 源エネル ギー 活用事業
H19/10-H20
H21/03/10

A(国内排出削減プロジェクトからの VER

899t-CO2

0000000

発行

1,039t-CO2

0001001

発行

0003001

発行

0001002

発行

0002001

発行

217t-CO2

0014001

発行

256t-CO2

0007001

発行

0013001

発行

0017001

発行

0002002

発行

0011001

発行

0012001

発行

/03
認証・管理試行事業)
H20/04-H20
H21/03/10

高知県木質資源エネルギー活用事業 B
/09

2,083t-CO2
住友林業株式会社社有林管理プロジェク H20/04-H21
H22/01/18

(内、バッファー分
ト I(宮崎事業区山瀬地区)

/03
62t-CO2)
H20/10-H21

H22/02/05

高知県木質資源エネルギー活用事業 B

893t-CO2
/03
5,349t-CO2

北海道 4 町連携による間伐促進型森林 H20/04-H22
H22/02/05

(内、バッファー分
づくり事業

/01
160t-CO2)

長野県木質ペレットストーブの使用によ H20/04-H21
H22/03/08
る J-VER プロジェクト

/12

五味温泉等森林バイオマスエネルギー H20/04-H21
H22/03/29
活動事業

/03
1,918t-CO2
H20/04-H22

H22/03/29

紋別市有林間伐促進型森づくり事業

(内、バッファー分
/02
57t-CO2)

足寄町森林バイオマスエネルギー活用 H20/04-H21
H22/03/29

272t-CO2
事業

/12
514t-CO2

北海道 4 町連携による間伐促進型森林 H22/02-H22
H22/04/01

(内、バッファー分
づくり事業

/03
15t-CO2)
796t-CO2
H20/04-H22

H22/04/01

諸塚村森林炭素吸収量活用プロジェクト

(内、バッファー分
/03
23t-CO2)
H20/04-H22

H22/03/29

328t-CO2

熊本県小国町間伐推進プロジェクト
/03
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(内、バッファー分

9t-CO2)
85t-CO2
H22/03-H22
H22/04/01

紋別市有林間伐促進型森づくり事業

(内、バッファー分

0013002

発行

0019001

認証

0004001

発行

0005001

発行

147t-CO2

0006001

認証

209t-CO2

0008001

発行

0009001

発行

0015001

発行

0016001

発行

0001003

発行

0022001

発行

0029001

発行

/03
2t-CO2)
5t-CO2
H21/04-H22
H22/04/01

松阪森林吸収プロジェクト

(内、バッファー分
/03
0t-CO2)
285t-CO2
H21/04-H22

H22/04/28

高知県森林吸収量取引プロジェクト

(内、バッファー分
/03
8t-CO2)
1,974t-CO2

徳島県那賀郡那賀町における森林吸収 H20/04-H22
H22/04/28

(内、バッファー分
源事業

/03
59t-CO2)

尾瀬戸倉山林の間伐材を活用した温室

H21/12/14-

効果ガス削減プロジェクト

H22/01/28

滝上町ホテル渓谷木質バイオマス活用

H21/02/17-

プロジェクト

H21/12/31

H22/04/28

H22/04/28

621t-CO2
H20/04-H22
H22/04/28

鳥取県県有林 J-VER プロジェクト

(内、バッファー分
/03
18t-CO2)

梼原町木質バイオマス地域資源循環事 H20/06-H22
H22/04/28

279t-CO2
業

/01

森の町内会(間伐サポーター企業群と岩

503t-CO2
H20/04-H22

H22/04/28

手県岩泉町・葛巻町の連携による間伐促

(内、バッファー分
/03

進プロジェクト)

15t-CO2)
H21/04-H21

H22/07/09

高知県木質資源エネルギー活用事業 B

3,089t-CO2
/12
2,389t-CO2

三重県大台町宮川流域における持続可 H20/04-H22
H22/09/17

(内、バッファー分
能な森林管理プロジェクト

/03
71t-CO2)
1,795t-CO2
H20/04-H22

H22/09/17

神奈川県王子製紙間伐促進プロジェクト

(内、バッファー分
/03
53t-CO2)
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鳥取県芦津財産区による森林整備活動

652t-CO2
H20/04-H22

H22/09/17

を用いた温室効果ガス排出削減事業

(内、バッファー分

0030001

発行

0031001

発行

0021001

発行

0025001

発行

0025002

発行

0034001

発行

0035001

発行

0041001

発行

0047001

発行

/08
－芦津の森 いきいき木こりプロジェクト

19t-CO2)
420t-CO2

北秋田地域振興事業における上小阿仁 H20/04-H22
H22/09/17

(内、バッファー分
村 J-VER プロジェクト

/07
12t-CO2)

当別ふれあいバスによる廃食用油由来

H21/07-H22

H22/11/15

54t-CO2
バイオディーゼル燃料活用プロジェクト

/07

近畿、中国地方における前田林業㈱森
1,457t-CO2
林吸収源プロジェクト

H20/04-H22

H22/12/22

(内、バッファー分
～ママとちびっ子のふれあい森林吸収源

/03
43t-CO2)

プロジェクト～ (三重県津市森林分)
近畿、中国地方における前田林業㈱森
林吸収源プロジェクト

591t-CO2
H20/04-H22

H22/12/22

～ママとちびっ子のふれあい森林吸収源

(内、バッファー分
/08

プロジェクト～ (和歌山県有田川町森林

17t-CO2)

分)
釜石地方森林組合による集約化施業(森
4,265t-CO2
林整備活動)を用いた温室効果ガス吸収 H20/04-H22
H22/12/22

(内、バッファー分
事業

/03
127t-CO2)

～釜石市緑のシステム創造事業～
149t-CO2
H20/04-H21
H22/12/22

智頭町 間伐促進プロジェクト

(内、バッファー分
/03
4t-CO2)
1,514t-CO2

岩手県県有林における森林吸収量取引 H20/04-H22
H22/12/22

(内、バッファー分
プロジェクト

/10
45t-CO2)

徳島県林業公社社有林森林吸収プロジ
1,236t-CO2
ェクト

H20/04-H22

H23/01/19

(内、バッファー分
～公有林化を進める“とくしま絆の森”プ

/11
37t-CO2)

ロジェクト～
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岐阜県下呂地域・美輝の里 木質バイオ
マス燃料を用いた温室効果ガス削減事
H21/11-H22
H23/01/19

業

402t-CO2

0048001

発行

0049001

発行

0038001

認証

0023001

認証

0028001

認証

0032001

認証

0046001

認証

/10
～清流の郷 森林エネルギー循環プロジ
ェクト～
3,707t-CO2
H20/04-H22
H23/01/19

北海道王子製紙間伐促進プロジェクト

(内、バッファー分
/03
111t-CO2)

富山市と森林組合による間伐促進型森

230t-CO2
H20/04-H22

H23/01/19

づくり事業

(内、バッファー分
/11

～「森のチカラ」富山プロジェクト～

6t-CO2)
208t-CO2

鹿島社有林整備吸収源プロジェクトその

H21/04-H22

H23/02/14

(内、バッファー分
1(宮崎)

/12
6t-CO2)

鹿島グループ・バイオディーゼル活用プ

H21/04-H22

H23/02/14

154t-CO2
ロジェクト

/07
241t-CO2

鹿島社有林整備吸収源プロジェクトその

H20/04-H22

H23/02/14

(内、バッファー分
2（福島）

/12
7t-CO2)
507t-CO2

青森県県有林 森林吸収プロジェクト（幸

H21/04-H22

H23/02/14

(内、バッファー分
せの青い森プロジェクト）

/11
15t-CO2)
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認証番号

4CJ-0900002

4CJ-0900001

4CJ-0900000

4CJ-0900005

4CJ-0900004

認証日

H21/07/24

H21/07/24

H21/07/24

H21/08/06

H21/08/06

株式会社カウネット

カウネットカタログセット(第 18 号カタログ/別冊家具
カタログ第 6 号・ウィズカウネット 2009 年秋冬号カタ
ログ/別冊家具カタログ 2009 年秋冬号)のカーボン･
オフセット
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＜②ギフト向け商材 秀逸 南高梅シリーズ＞

株式会社トノハタの梅干商品カーボンオフセット企画

＜③ギフト向け商材 岩惣のなちゅら＞

株式会社トノハタの梅干商品カーボンオフセット企画

株式会社トノハタ

株式会社トノハタ

(株)ルミネ(一部店舗) 通勤活動におけるカーボン･オ
株式会社ルミネ
フセット(我が国におけるカーボン・オフセットの取組
に係る第三者認証試行事業)

株式会社フロンテッジ

認証取得者名

案件一覧（平成 23 年 3 月 7 日現在）

「green image in karuizawa」におけるカーボン･オフセ
ット実施

案件名

カーボン・オフセット認証

H21/08/06～H22/08/31

H21/08/06～H22/08/31

H21/07/24～試行事業

H21/07/24～H22/07/31

H21/07/24～H22/07/31

有効期間

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-３ (自己活動)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-２ (会議･イベント)

認証区分

参考資料③

4CJ-0900003

4CJ-0900006

4CJ-0900008

4CJ-0900007

4CJ-0900012

4CJ-0900011

4CJ-0900010

H21/08/06

H21/09/02

H21/09/07

H21/09/07

H21/10/06

H21/10/06

H21/10/06
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株式会社ヨークベニマル向けユニフォーム(一部)販

＜表地 Y6800･6000 使用ブラウス(長袖・半袖)＞

株式会社ヨークベニマル向けユニフォーム(一部)販
売におけるカーボン･オフセット実施

＜表地 YB1508 使用 日本縫製品ブルゾン＞

株式会社ヨークベニマル向けユニフォーム(一部)販
売におけるカーボン･オフセット実施

平成 21 年度販売分カーボンオフセットはがき

「秩父宮賜杯 第 41 回全日本大学駅伝対校選手権
大会」運営のカーボン・オフセット実施

地盤改良材アトムシックス e のカーボン・オフセット

株式会社トノハタの梅干商品カーボンオフセット企画
＜①スーパー向け商材 紀州産南高梅＞

サンリッチモード株式会社

サンリッチモード株式会社

サンリッチモード株式会社

郵便事業株式会社

社団法人日本学生陸上競技
連合

株式会社アサツーディ･ケイ

ブルーテック株式会社

株式会社トノハタ

H21/10/06～

H21/10/06～H22/10/31

H21/10/06～H22/10/31

H21/09/07～H22/09/30

H21/09/07～H22/09/30

H21/09/02～H22/09/30

H21/08/06～H22/08/31

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

(自己活動オフセット支援)

Ⅱ

Ⅰ-２(会議･イベント)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

4CJ-0900009

4CJ-0900017

4CJ-0900016

4CJ-0900015

4CJ-0900014

4CJ-0900013

H21/10/06

H21/10/22

H21/10/22

H21/10/22

H21/10/22

H21/10/22

株式会社文化放送開発センタ

文化放送 “高木美保 close to you” 及び STV ラジ
オ “千ちゃんの幸せラジオドーム” の 2 番組におけ
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エコツーラボ合同会社

エコバカンス

（商品名:酢ッキ）

尾崎食品株式会社

カネフク製菓株式会社

「規格外のせんべいを無駄なく利用した「捨てません
餅」のカーボン･オフセット

「柑橘王国」ブランドのビネガードリンクのカーボン･
オフセット

株式会社大阪前田製菓

サンリッチモード株式会社

北海道産ばれいしょ澱粉 100%使用の「大玉ぼーろ」
のカーボン･オフセット

＜表地 YB240 使用白衣(男子用･女子用)及び同使用
エプロン＞

株式会社ヨークベニマル向けユニフォーム(一部)販
売におけるカーボン･オフセット実施

＜表地 YB100 使用シャツ(長袖・半袖)＞

売におけるカーボン･オフセット実施

H21/10/22～H22/03/31

H21/10/22～H22/10/31

H21/10/22～H22/10/31

H21/10/22～H22/10/31

H21/10/22～H22/10/31

H21/10/06～H22/10/31

H22/10/31

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

(自己活動オフセット支援)

Ⅱ

(自己活動オフセット支援)

Ⅱ

(自己活動オフセット支援)

Ⅱ

Ⅰ-１(商品･サービス)

4CJ-0900018

4CJ-0900026

4CJ-0900025

4CJ-0900024

4CJ-0900023

4CJ-0900022

H21/10/23

H21/12/01

H21/12/01

H21/12/01

H21/12/01

H21/12/01

株式会社フジテレビジョン

株式会社フジテレビジョン

株式会社カウネット

インフォコム株式会社 共同実施:株式会社フジテレ
ビジョン フジテレビジョン開局 50 周年“LOVE THE
EARTH PROJECT 21”「LOVE THE EARTH コンピレ
ーション・アルバム」カーボン・オフセット

インフォコム株式会社 共同実施:株式会社フジテレ
ビジョン フジテレビジョン開局 50 周年 “LOVE THE
EARTH PROJECT 21”「LOVE THE EARTH LIVE」カ
ーボン・オフセット

カウネットカタログセット(第 19 号カタログ/別冊家具
カタログ第 7 号・ウィズカウネット 2010 年春夏号カタ
ログ/別冊家具カタログ 2010 年春夏号)
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郵便事業株式会社

トッパン・フォームズ株式会社

トッパンフォームズ カーボン・オフセット付きビジネス
フォーム(封筒)

平成 22 年度販売分カーボンオフセットはがき

全日本空輸株式会社

ー

ANA カーボン･オフセット プログラム事業

るカーボン･オフセット普及啓発キャンペーン

H21/12/01～H22/12/31

H21/12/01～H22/09/30

H21/12/01～H22/12/31

H21/12/01～H22/12/31

H21/12/01～H22/12/31

H21/10/23～H22/10/31

(自己活動オフセット支援)

Ⅱ

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-２(会議･イベント)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

4CJ-0900021

4CJ-0900020

4CJ-0900019

4CJ-0900027

4CJ-0900030

4CJ-0900029

4CJ-0900028

H21/12/01

H21/12/01

H21/12/01

H22/02/25

H22/03/01

H22/03/01

H22/03/01

エコライン株式会社

エコライン株式会社

平成 22 年度製造･販売分節水器「エコタッチ」シリー
ズのカーボン･オフセット ②蛇口用切り替えコック

平成 22 年度製造･販売分節水器「エコタッチ」シリー
ズのカーボン･オフセット ①流量制御弁
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エコライン株式会社

株式会社日吉

平成 22 年度製造･販売分節水器「エコタッチ」シリー
ズのカーボン･オフセット ③節水シャワーヘッド

<生物検定法;ケイラックス®アッセイ
(CALUX®Assay)>

株式会社日吉のダイオキシン分析業務カーボン・オ
フセット企画

H22/03/01～H23/03/31

H22/03/01～H23/03/31

H22/03/01～H23/03/31

H22/02/25～H23/02/28

H21/12/01～H22/12/31

株式会社シーエーシー

株式会社シーエーシー本社ビル設備における電力
消費(一部)のカーボン・オフセット

H21/12/01～H22/12/31

H21/12/01～H22/12/31

トッパン・フォームズ株式会社

伊香保温泉旅館協同組合加盟旅館・ホテルにおける
株式会社 JTB 関東
カーボン・オフセット

トッパンフォームズ カーボン・オフセット付きビジネス
フォーム(はがき)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-３(自己活動)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

4CJ-1000031

4CJ-1000032

4CJ-1000033

4CJ-1000034

4CJ-1000037

4CJ-1000036

4CJ-1000035

H22/04/26

H22/06/03

H22/07/13

H22/07/23

H22/08/19

H22/08/19

H22/08/19

株式会社トノハタ

株式会社トノハタの梅干商品カーボン・オフセット企
画
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「生物多様性条約第 10 回締約国会議及びカルタヘ 外務省国際協力局 生物多様
ナ議定書第 5 回締約国会議」開催のカーボン・オフセ 性条約 COP10 日本準備事務
ット実施
局

住友スリーエム株式会社

株式会社スーパーホテル

カーボン・オフセット付きウィンドウフィルム

自社 HP 予約のお客様におけるカーボン･オフセット
(名称エコ泊)

(第 20 号カタログ/別冊家具カタログ第 8 号・ウィズカ 株式会社カウネット
ウネット 2010 年秋冬号カタログ/別冊家具カタログ
2010 年秋冬号)

カウネットカタログセット

H22/08/19～H23/03/18

H22/09/01～H23/08/31

H22/10/01～H23/09/30

H22/07/23～H23/07/31

H22/07/13～H23/6/30

H22/06/03～H23/06/30

カーボン・オフセット付きメタル LAN ケーブル
Cat5e/6
住友スリーエム株式会社

H22/04/26～H23/03/31

湖池屋ポテトチップス 60g シリーズ(キャンペーン対象
株式会社湖池屋
商品)のカーボン・オフセット

Ⅰ-２(会議･イベント)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

4CJ-1000042

4CJ-1000041

4CJ-1000040

4CJ-1000039

4CJ-1000038

4CJ-1000046

4CJ-1000045

H22/10/05

H22/10/05

H22/10/05

H22/10/05

H22/10/05

H22/11/04

H22/11/04

Taisei 1ton Club
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ITOKI スピーナ カーボン･オフセットプロジェクト

大成建設株式会社

H22/11/04～H23/10/31

H22/12/01～H23/11/30

H23/02/01～H24/01/31

財団法人運輸低公害車普及
機構

株式会社イトーキ

H22/10/05～H23/09/30

信濃毎日新聞株式会社

「第 59 回長野県縦断駅伝競走」運営のカーボン・オ
フセット実施

カーボン・オフセット付 CNG 車リース事業

H22/10/05～H23/09/30

住友商事マシネックス株式会
社

カーボンニュートラル※ ・空調用フィルターリサイクル
サービス
※本 制 度 はカーボン・ニュートラルを認 証 す
るものではありません。

H23/02/01～H24/01/31

H22/10/05～H23/09/30

住友スリーエム株式会社

「秩父宮賜杯第 42 回全日本大学駅伝対校選手権大 社団法人日本学生陸上競技
会」運営におけるカーボン・オフセットの実施
連合

カーボン・オフセット付き CO2 ゼロ内装用フィルム

(自己活動オフセット支援)

Ⅱ

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-２(会議･イベント)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-２(会議･イベント)

Ⅰ-１(商品･サービス)

4CJ-1000044

4CJ-1000043

4CJ-1000052

4CJ-1000051

4CJ-1000050

4CJ-1000049

4CJ-1000048

H22/11/04

H22/11/04

H22/11/25

H22/11/25

H22/11/25

H22/11/25

H22/11/25

大成建設株式会社

株式会社ローソン

株式会社シーエーシー

株式会社カウネット

ナチュラルローソン・カーボンオフセットキャンペーン
(仮）

株式会社シーエーシー本社ビル設備における電力
消費(一部)のカーボン・オフセット

カウネットカタログセット(第 21 号カタログ/別冊家具
カタログ第 9 号・ウィズカウネット 2011 年春夏号カタ
ログ/別冊家具カタログ 2011 年春夏号）

- 19-

H22/12/13～H23/11/30

日本通運株式会社東京航空
支店国際貨物部

国際航空貨物輸送におけるカーボン・オフセット

H22/11/25～H23/10/31

H22/11/25～H23/10/31

H22/11/25～H23/03/31

H23/01/01～H23/12/31

H23/01/01～H23/12/31

H22/11/04～H23/10/31

株式会社ヒューモニー

ヒューモニー ネット電報カーボン・オフセット企画

トッパンフオームズ カーボン・オフセット付きビジネス
トッパン・フォームズ株式会社
フォーム

CO2 の排出量ゼロビルディング&オフィス

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-３(自己活動オフセッ
ト)

(自己活動オフセット支援)

Ⅱ

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-１(商品･サービス)

Ⅰ-３(自己活動)

4CJ-1000047

4CJ-1000053

4CJ-1000054

4CJ-1000055

H22/11/25

H22/12/10

H22/12/21

H23/01/04

サンリッチモード株式会社

2011 年 1 月～12 月期間・ヨークベニマル及びヨーク
マート向けユニフォーム販売(一部)におけるカーボ
ン・オフセット実施
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郵便事業株式会社

帝人株式会社松山事業所

山梨県南アルプス市役所

平成 23 年度販売分カーボンオフセットはがき

(帝人サッカースクールユニフォームのカーボン・オフ
セット)

インフォコム株式会社共同実施 帝人株式会社松山
事業所 帝人松山事業所によるカーボン・オフセット

山梨県南アルプス市産 農産物「トマト(ハウス桃太
郎)」のカーボン・オフセット(限定個数)

H23/01/04～H23/12/31

H23/02/01～H24/01/31

H22/12/10～H23/11/30

H22/11/25～H23/10/31

Ⅰ-１(商品･サービス)

(自己活動オフセット支援)

Ⅱ

Ⅰ-１(商品･サービス)

(自己活動オフセット支援)

Ⅱ

参考資料յ

カーボン・オフセットの取組事例集

http://www.carbonoffset-network.jp/tools/c_slide.html
環境省による「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準(Ver.1.0)」に基づき分類

カーボン・オフセット推進ネットワーク事務局
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目

次

◆自己活動オフセット支援

＊ 事例タイトルは50音順に表記しております。

事例タイトル

事例提供者

・味の素（株） カシャっと減らそうCO2
・イー・シナプス カーボンオフセット付Webサイト管理ツール
『Lims-CarbonPASS』
・川島織物セルコン 環境配慮型タイルカーペット
「カラーバンクマルチ / ストライプ」

株式会社リサイクルワン
ジーコンシャス株式会社

・・
・・

１
２

株式会社川島織物セルコン

・・

３

・きずなクラフト カーボンオフセット付デジタル名刺 『Smart Biz』
・住商インテリアインターナショナル
排出権付タイルカーペット”スミグリーン”
・住友商事マシネックス株式会社

ジーコンシャス株式会社
住商インテリアインターナショナル
株式会社
住友商事マシネックス株式会社

・・
・・

４
５

・・

６

ジーコンシャス株式会社
三菱UFJリース株式会社
三菱UFJリース株式会社
株式会社リサイクルワン
株式会社リサイクルワン
郵便事業株式会社
三菱UFJ リース株式会社
株式会社ローソン
株式会社ローソン
株式会社ローソン

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

７
８
９
１０
１１
１２
１３
１４
１５
１６

ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ・ｴｱﾌｨﾙﾀｰﾘｻｲｸﾙｻｰﾋﾞｽ
・ナカバヤシ カーボンオフセット／メモ帳・フラットファイル
・西川リビング 快圧®ふとん
・日本通運 エコツウ（ECO2）AWB
・日本百貨店協会 スマートクールバック
・Yahoo!カーボンオフセット
・郵便事業株式会社 カーボンオフセットはがき
・ライダース・パブリシティエコ&ECOキャンペーン
・ローソン限定「金麦STOP！地球温暖CAN 」
・ローソン限定「ＣＯ２排出権つき飲料発売！」
・ローソンＣＯ２オフセット運動

番号

◆自己活動オフセット
事例タイトル

事例提供者

・環境ステーション オフィス／カーボン・オフセット
・MTV Japan 株式会社カーボンマイナスプロジェクト
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ジーコンシャス株式会社
カーボンフリーコンサルティング
株式会社

番号
・・ １８
・・ １９

◆商品使用・サービス利用オフセット
事例タイトル

事例提供者

・アイアクト GREEN MEDIA サービス
・アウディ カーボンオフセット
・アオイネオン㈱ Ｃ・Ｏ・Ｓ®（カーボン・オフセット・サイン）
・ＡＮＡカーボン・オフセットプログラム
・岩井化成 ポリ袋
・オリックス自動車カーシェアリング「プチレンタ」
・有限会社 紀州うめまさ エコ梅干
・近畿日本ツーリスト カーボンオフセット旅行
・ＪＴＢ関東 ＣＯ2ゼロ旅行
・ＪＡＬ 航空カーボンオフセット
・鈴与商事㈱ ＣＯＧ®（カーボンオフセット・ガソリン）
・ TIS（株） オフセット付きハウジングサービス
・ティンマシンパズルゲーム「ecoっパ★!!」
・ナカバヤシ カーボンオフセット付シュレッダー
・ナカバヤシ ＣＯ２オフセット付き細断サービス
・（株）八洋 カーボン・オフセットベンダー

・株式会社日吉

ケイラックス®アッセイ（CALUX®Assay)

・（株）山櫻 カーボン・オフセットされた名刺と封筒

ジーコンシャス株式会社
株式会社リサイクルワン
アオイネオン株式会社
全日本空輸株式会社
三菱ＵＦＪリース株式会社
オリックス株式会社
株式会社エコノス
株式会社リサイクルワン
株式会社ソニー・ミュージック
コミュニケーションズ
株式会社リサイクルワン
鈴与商事株式会社
オリックス株式会社
ジーコンシャス株式会社
ジーコンシャス株式会社
ジーコンシャス株式会社
三菱ＵＦＪリース株式会社
オリックス株式会社
オリックス株式会社

番号
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

２１
２２
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９

・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・
・・

３０
３１
３２
３３
３４
３５
３６
３７
３８

◆会議・イベント開催オフセット
事例タイトル

事例提供者

・清水エスパルス（カーボンオフセットクラブ）
・秩父宮賜杯第４２回全日本大学駅伝対校選手権大会

鈴与ホールディングス株式社
三菱ＵＦＪリース株式会社
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番号
・・ ４０
・・ ４１

◆自己活動オフセット支援

1

味の素（株） カシャっと減らそうCO2
「クノール(R)」スープ対象商品の内袋に印刷されたQRコードに携帯電話から
一回アクセスするごとに、消費者の生活から排出されるCO2のうちの一部にあ
たる、カップ100杯分の体積とほぼ同等の30gのCO2削減に貢献できます。
オフセットの分類

自己活動オフセット支援

実施期間

2009年7月～現在も継続中

オフセット費用負担

提供者（味の素株式会社）

クレジットの種類

発行済みCER

プロジェクト種類

インド風力発電プロジェクト

プロバイダー
無効化

株式会社リサイクルワン
出典：味の素株式会社 クノールクラブ https://knorr-club.jp/pc/

償却（無効化完了）

お客様の自発的な活動参加を促すことを重点に置くとともに、QRコードからアクセスさ
れた分だけ、バーチャルに家が建っていくコンテンツを用意することで、継続して活動
してもらえるよう、支援をしている。
クノールクラブ：「クノール®」のおトクで楽しいコミュニティサイト
https://knorr-club.jp/pc/
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問い合わせ先：株式会社リサイクルワン
担当者：温暖化対策事業部
電話：03-5774-0600

2

カーボンオフセット付Webサイト管理ツール 『Lims-CarbonPASS』
企業様・事業主様が運営するウェブサイトの管理・支援を目的とした、イー・シナプス社のLimsツールを利
用するだけでカーボン・オフセットにお取り組みいただけます。ASPサービスにてLims-CarbonPASSをご活用
いただくと、毎月の利用料金の一部（300円分）で寄付型カーボン・オフセット（60kg/月）に参加すること
ができ、そのウェブサイトが継続的に貢献したCO2削減量を証明書形式でウェブサイト上で公開します。
オフセットの分類

自己活動オフセット支援

サービス開始時期

2010年4月

オフセット費用負担

Lims-CarbonPASSご利用者様

クレジットの種類

発行済京都クレジット［ＣＥＲ］

プロジェクト種類

京都メカニズムCDMプロジェクト

オフセットの範囲

非算定型（1契約あたり毎月60kg-CO2）

オフセット量・無効化

本サービスご利用数分

プロバイダー

ジーコンシャス株式会社

償却

さまざまなステークホルダーの方が、ご利用者様のウェブサイトを閲覧される際に、
このCO2削減貢献証明書を目にしていただくことで、ご利用者様の継続的なCO2削
減量や環境に配慮した事業姿勢・ＣＳＲ情報を幅広く発信することができます。
ご利用者様のWebサイトを通じて、多くの方々に地球環境をいたわる意識や、CO2
削減アクションにつながるキッカケを伝え、広めていくことが可能となります。
イー・シナプスホームページ ： http://www.esynapse.co.jp/
Lims-CarbonPASS紹介
： http://www.esynapse.co.jp/article/0001065.html

3

問合せ先：ジーコンシャス株式会社
担当者：カーボンパス事業部
電話：03-5728-2296

川島織物セルコン

環境配慮型タイルカーペット 「カラーバンクマルチ / ストライプ」
タイルカーペット塩ビバッキング層リサイクルによるCO2排出量削減（1㎡あたり約1.5ｋｇ）と、
カーボンオフセット（1㎡あたり約2.7ｋｇ）によって従来品に比べて50％のCO2削減が可能です。

オフセットの分類.
オフセット対象

自己活動オフセット支援
廃床材をリサイクルしたエコマーク認定タイルカーペット

販売価格

￥8,400/㎡（材料価格・税抜き価格）

実施期間

2008年4月出荷分より

オフセット費用負担

カラーバンクマルチ
KD520-05

株式会社川島織物セルコン

クレジットの種類

CER

プロジェクト種類

インド風力発電 プロジェクト0000744

クレジットの調達先
無効化

三井住友銀行
商品販売後、川島織物セルコンが日本国政府償却口座に移転。
※2008年4月～2009年3月実績 1,497t / CO2 償却

CO2排出量削減を50％まで高めました。
カラーバンクマルチ/ストライプを1,000㎡ご使用いただくと、従来品と比較して約4.3ｔの
CO2排出量削減となります。

【販売状況は専用ウェブサイト上で随時公開】
http://www.kawashimaselkon.co.jp/interior/contract/tile/bank.html
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カラーバンクストライプ
KD530-02、06

株式会社川島織物セルコン
フロアカバリング商品部 企画開発グループ
担当者：田澤 一朗
電話：03－5144－3853

4

カーボンオフセット付デジタル名刺 『Smart Biz』
さまざまなコミュニケーションシーンで、専用端末をかざすだけで自分の名刺を相手の携帯電話に送ること
ができるデジタル名刺サービスです。専用端末の１契約（利用）あたり、毎月45kg分のCO2がカーボンオフ
セットされ、日本のCO2削減目標に貢献できます。

オフセットの分類

自己活動オフセット支援

サービス開始時期

2010年4月

オフセット費用負担

きずなクラフト株式会社

クレジットの種類

発行済京都クレジット［ＣＥＲ］

プロジェクト種類

京都メカニズムCDMプロジェクト

オフセットの範囲

非算定型（1契約あたり毎月45kg-CO2）

オフセット量・無効化

本サービスご利用数分

プロバイダー

ジーコンシャス株式会社

償却

Smart Bizはデジタル名刺を相手の携帯電話に直接送信するITシステムです。携帯
電話に直接インストールするので名刺を捨てられる・忘れられるリスクが少なく、すぐ
につながる利点があります。
さらに、いつでもデザインや名刺情報を変更可能。季節やイベントに合わせて名刺を
リニューアルすることも簡単。
しかも、Co2もゴミもほとんど出ないとってもエコなツールなのです。
きずなクラフトホームページ ： http://kizunacraft.co.jp/
Smart Biz専用Webサイト ： http://kizunacraft.co.jp/smart/

5

住商ｲﾝﾃﾘｱｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

問合せ先：ジーコンシャス株式会社
担当者：カーボンパス事業部
電話：03-5728-2296

排出権付ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ”ｽﾐｸﾞﾘｰﾝ”

排出権付リサイクルタイルカーペット”スミグリーン”SG-100,SG-200,SG-300,SG-400
2009年1月出荷分より ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ化 1㎡購入で約5kgのCO2削減に貢献できます。

オフセットの分類
実施期間
オフセット費用負担

自己活動オフセット支援
2009年1月出荷分より
CO2排出権取得費用は住商ｲﾝﾃﾘｱｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙが
販売価格に転嫁せず収益の一部から負担

クレジットの種類

CER

プロジェクト種類

中国浙江省巨大化股份有限公司 HFC23分解ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

クレジットの調達先

無効化

住友商事株式会社
商品販売後（納品後）住商ｲﾝﾃﾘｱｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙが
日本政府償却口座へ移転し、対象の数量に応じた
償却移転証明書を個々に発行する

出典：ｽﾐｸﾞﾘｰﾝSG-400見本帳

住商ｲﾝﾃﾘｱｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社
ﾌﾛｱｲﾝﾃﾘｱ事業部ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝﾁｰﾑ
担当者：内山 浩
電話：03-3518-8910

【販売状況は専用ウェブサイト上で随時公開】
Http://www.interior-I.jp/sg/carbonoff.html
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6

住友商事マシネックス株式会社

ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ・ｴｱﾌｨﾙﾀｰﾘｻｲｸﾙｻｰﾋﾞｽ
中性能フィルターの製造及び洗浄工程にて排出されるＣＯ2に対して、排出権を
オフセットすることでカーボンニュートラル製品の提供を実現しました。
オフセットの分類
オフセット対象
実施期間
オフセット費用負担

自己活動オフセット支援
新品の中性能フィルターの原材料・組立工程、及び洗浄工程に
おけるエネルギー使用に伴うCO2排出量
2010年10月5日出荷分より
住友商事マシネックス株式会社
【洗浄前】

クレジットの種類

発行済みCER

プロジェクト種類

ｲﾝﾄﾞ・ｸﾞｼｬﾗｯﾄ州在ＧＦＬ社ＨＣＦC22製造ﾌﾟﾗﾝﾄにおけるHFC23
熱破壊による温室効果ｶﾞｽ削減ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

クレジットの調達先
無効化
情報公開

住友商事株式会社
半期に一度日本政府償却口座へ移転（9月、3月）
当社ＨＰ上の専用ＷＥＢサイトにて公開

【洗浄後】
出典：株式会社ヒマラヤ産業

住友商事マシネックス株式会社
環境・建築設備本部
担当者：小池・橋沢
電話：03-5560-7393

【販売状況は専用WEBサイト上で随時公開】
http://www.smx.co.jp/ecoright

6

7

ナカバヤシ カーボンオフセット／メモ帳・フラットファイル
毎日生活する上で排出されるCO2。地球温暖化を防ぐ為にも一人ひとりが問題意識を持ち
CO2をオフセットしていかなければなりません。使用頻度の高い商品にカーボンオフセットを付
帯する事で、より多くの人がCO2をオフセットするきっかけとなり温暖化防止に貢献できればと
考えています。
オフセットの分類

自己活動オフセット支援

オフセット対象

非算定型 （メモ帳・フラットファイル1冊：100g-CO2）

販売開始時期

2008年12月

オフセット費用負担

ナカバヤシ株式会社

クレジットの種類

発行済京都クレジット［ＣＥＲ］

プロジェクト種類

ブラジル水力発電 CDMプロジェクト番号：0667

プロバイダー
無効化

ジーコンシャス株式会社
10 ton-CO2 （20万冊相当）

償却

書類の整理・保管など、使用頻度の高い商品でCO2削減をお手伝い致します。
フエルアルバムのナカバヤシは、文具・事務用品などの開発・販売のご提案に力を入
れています。ナカバヤシはお客様と共に、より環境に配慮した企業を目指していきた
いと考えています。カーボンオフセット付のメモ帳・フラットファイルは販売開始から
2009年8月までに40,000冊以上ご利用いただいており、今後も当商品を通じて環境
への貢献とCO2削減意識の啓蒙・啓発に努めてまいります。
ナカバヤシ（株）HP ： http://www.nakabayashi.co.jp/index.html
カーボンオフセット紹介： http://www.nakabayashi.co.jp/carbon_offset001.html
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問合せ先：ジーコンシャス株式会社
担当者：カーボンパス事業部
電話：03-5728-2296
7

8

西川リビング

快圧®ふとん

西川リビングが販売する「快圧®ふとん」では、ふとん１枚につき14kgのCO2がオフセット
され、日本のCO2排出量削減に貢献します。毎日の心地よい眠りをご提供するとともに、
心地よい地球を守る取り組みです。
オフセットの分類

自己活動オフセット支援

実施期間

2009年12月1日～2010年11月30日

オフセット費用負担

西川リビング

クレジットの種類

CER

プロジェクト種類

インド・風力発電プログラム

プロバイダー

三菱ＵＦＪリース

無効化

日本政府の償却口座へ移転(無効化完了)

西川リビングは、社内に環境委員会を設置し行動目標を掲げ、素材、製造工程、
包装、流通、グリーン購入等の環境対策を行っています。また独自の環境基準
を設け、基準を満たす素材、商品に対しオリジナルマークをつける環境活動を実
施しています。
キャンペーン詳細
http://www.nishikawa-living.co.jp/product/campaign/carbon/index.html
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－問い合わせ先－
オフセットプロバイダー

三菱UFJリース
オフセットサービス室 offset-2@lf.mufg.jp

日本通運 エコツウ（ECO2）AWB
CO2クレジット付き国際航空貨物輸送サービス「エコツウ（ECO2）AWB」
輸出貨物出荷ご依頼の際に、CO2クレジット購入の申込（一口¥10～）をしていただくだけ
で、いつもの出荷が「マイナス6％」へ貢献するCSR活動になります。
また、日本通運でもお客様と同額のCO2クレジットを購入・移転償却し、お客様と一緒に環
境保全活動を推進致します。
オフセットの分類

自己活動オフセット支援
ＨＡＷＢ（※）単位に一口10円
※HAWB : ハウス・エア･ウェイビル＝航空運送状

販売価格
実施期間
オフセット費用負担

2009年6月より首都圏エリアで販売開始
2009年8月より全国販売開始
顧客負担
日本通運でも顧客購入金額と同額を購入

クレジットの種類

CER

プロジェクト種類

インド・風力発電プログラム

プロバイダー
無効化

三菱ＵＦＪリース
サービス提供後、実績に応じ三菱ＵＦＪリースが
排出権を日本政府の償却口座へ移転
（寄附型商品）

2009年6月より首都圏エリアで販売開始
2009年8月より全国販売開始
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問い合わせ先
日本通運株式会社
東京航空支店 営業企画課
担当： 中山
電話：03-5442-5231

10

日本百貨店協会 スマートクールバッグ

日本百貨店協会は、容器包装削減キャンペーン「スマートラッピング」の一環として
全国の百貨店で、業界統一の『スマート・クール・バッグ』（保冷タイプ）を販売。
『スマート・クール・バッグ』は、高知県生まれの国内認証第１号オフセット・クレ
ジット（J-VER）によるカーボン・オフセット付きの保冷バッグです。
オフセットの分類
販売価格
オフセット対象
実施期間

ライトグレー×ミントグリーン／ライトグレー×ピンクの2種類をラ
インナップ。全国の百貨店で限定２万枚販売。

自己活動オフセット支援
300円（税込）
個人の方が日常生活にて排出しているCO2
2009年7月販売開始

オフセット費用負担 日本百貨店協会
クレジットの種類

発行済みJ-VER(オフセット・クレジット）

プロジェクト種類

高知県木質資源エネルギー活用プロジェクト

プロバイダー
無効化

株式会社リサイクルワン
(環境省設置)
J-VER登録簿の無効化口座へ移転

出典：日本百貨店協会 プレスリリース
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=13835&hou_id=11305

●高知発認証第１号オフセット・クレジットでのカーボン・オフセット付きバッグを販売。
●日本百貨店協会は「環境対策10のアクションプラン」を策定。
●スマートラッピングなどの環境配慮商品の普及、省エネ照明の導入、ESCO事業
クリーンエネルギー事業の普及に取組み中。
【日本百貨店協会の取り組み詳細はこちら】
http://www.depart.or.jp/common_depart_csr/list

問い合わせ先：株式会社リサイクルワン
担当者：温暖化対策事業部
電話：03-5774-0600
10

11

Yahoo!カーボンオフセット
Yahoo! JAPANでは、ヤフー自社のオフセットだけではなく、個人のユーザーが
自らの日常生活から排出されるＣＯ２を計算でき、カーボンオフセットが身近に、
気軽に行えるプラットフォームとして「Yahoo!カーボンオフセット」を㈱リサイクル
ワンなどの協力のもと2008年7月より運営しています。
オフセットの分類
オフセット対象
実施期間
オフセット費用負担

自己活動オフセット支援
個人の方が日常生活にて排出しているCO2
2008年7月～現在も継続中
Yahoo! JAPANをご利用のユーザー

クレジットの種類

発行済みCER

プロジェクト種類

ブラジル、インド、アルゼンチン、ラオス等
水力・風力・バイオマス発電等

プロバイダー
無効化

「Yahoo!カーボンオフセット」では、オフセットを気軽に体
験できるだけでなく、CO2を出さない生活のアドバイスや
CO2計算機を利用でき、ヤフーを通して環境を考える
きっかけを提供しています。

株式会社リサイクルワン他
取消または償却

出典：Yahoo!カーボンオフセット http://carbonoffset.yahoo.co.jp/

●2009年7月現在、9,500人の参加（635トンのオフセット）。
●家（電気・ガス・水道）、自動車、飛行機にて排出されるCO2計算機が利用できる。
●環境に関するニュース・ＣＯ２削減ガイド・エコ家電情報などの環境コンテンツが豊富。
問い合わせ先：株式会社リサイクルワン
担当者：温暖化対策事業部
電話：03-5774-0600

【ヤフーカーボンオフセットの取り組み詳細はこちら】
http://carbonoffset.yahoo.co.jp/

11
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郵便事業株式会社

カーボンオフセットはがき

「カーボンオフセット年賀はがき」・「カーボンオフセットかもめ～る」（平成22年度配分事業分）
寄附の目的を地球温暖化防止に限定したカーボンオフセットはがき（寄附金付）により
購入者の排出CO2をオフセットし、マイナス６％達成に貢献します。
オフセットの分類

自己活動オフセット支援

販売価格

５５円（うち寄附金５円）

実施期間

平成２０年度から５年間の継続発行を予定

4CJ-0900022
http://www.4cj.org

はがき１枚につき１０円
オフセット費用負担

（内訳）はがき１枚５５円（うち寄附金５円）、寄附金５円は
購入者負担。同時に郵便事業株式会社がそれと同等額
のマッチング寄附金５円を拠出。

クレジットの種類

京都クレジットＣＥＲ、オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）

プロジェクト種類

途上国及び国内再生可能エネルギープロジェクト

クレジットの調達先・
プロバイダー
無効化

株式会社エコノス、三菱ＵＦＪリース株式会社等 他１１社
平成２３年３月 国の償却（無効化）口座に移転完了予定

○売り上げ状況：約１，５００万枚、約７，５００万円
○寄附金額（マッチング寄附金を含む)：１億５，６５０万円
○償却量： 約４．７万トン償却（予定）
○地球温暖化防止等の環境問題意識の高い購入者に好評
○平成２０年度から５年間の継続発行を予定
○平成２１年度実績の詳細（販売状況など）ついては
ＣＳＲブログにて公開 http://blog.post..japanpost.jp/csr/2009/07/20.html
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ライダース・パブリシティ

(上)
平成22年度ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ
かもめ～る（販売中）
(右)
平成22年用ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ
年賀はがき

問い合わせ先：
郵便事業株式会社 経営企画部
環境・社会貢献室内
年賀寄附金事務局
電話 ：０３－３５０４－４４０１
ＦＡＸ：０３－３５９２－７６２０

エコ&ECOキャンペーン

ライダース・パブリシティでは、全国の住宅展示場52会場にて「GWエコ＆ECOキャンペーン」
を開催いたしました。本キャンペーンは、総合住宅展示場会場にて「住まいのアンケート」に
ご協力いただいた方の日常生活から排出されるCO2を5.1kg分オフセットいたします(一般的
な自家用車が約20km走行した際に排出されるCO2相当)。
オフセットの分類
実施期間
オフセット費用負担

自己活動オフセット支援
2010年4月24日～2010年5月9日
ライダース・パブリシティ

クレジットの種類

CER

プロジェクト種類

インド・風力発電プログラム

プロバイダー
無効化

三菱ＵＦＪリース
キャンペーン終了後、日本政府の償却口座へ移転
(無効化完了)

一流住宅メーカーのモデルハウスを実際に体感し、比較・検討できる「総合住宅
展示場」というコミュニケーションサービスを、ライダース・パブリシティは1968年に
企画いたしました。以来、マイホームを新築される消費者の視点から情報発信を
行ない、全国各地において消費者に大きな安心と満足をお届けするハウジング
プロジェクトを展開してまいります。
キャンペーン詳細
http://www.e-a-site.com/Challenge25/
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-問合せ先株式会社 ライダース・パブリシティ
営業推進部
http://www.riders.co.jp
オフセットプロバイダー
三菱UFJリース株式会社
オフセットサービス室 offset-2@lf.mufg.jp
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ローソン限定 「金麦 STOP！地球温暖CAN

」

ローソンとサントリーグループとの共同企画。
1缶購入ごとに1kgのCO2がオフセットされ、日本のCO2排出量削減に貢献します。
オフセットの分類

自己活動オフセット支援
３５０ｍｌ１４１円（税込）、５００ｍｌ１９７円（税込）
各１本で１ｋｇオフセット

内容
実施期間
オフセット費用負担

２００９年７月２１日～
サントリー及びローソン

クレジットの種類

京都クレジット（ＣＥＲ） ブラジルバイオマス発電

クレジットの調達

ローソン名義で国別登録簿に口座開設し調達

無効化

日本国政府償却口座へ移転します
（お客様の削減です、自社及び協力企業の削減ではありません）

特設サイトでオフセット実績を公開しています。
情報公開

ローソンホームページでも償却済みクレジット識別番号
を公開します

ＳＵＮＴＯＲＹ金麦「ＳＴＯＰ！地球温暖ＣＡＮ」

２００９年７月から２０１０年８月までの累計で1,200トンをオフセットしました。

オフセット費用はサントリー社
とローソンの折半としています

詳細は特設サイト

15

http://suntory.jp/stop-ondancan/

問い合わせ先

をご覧ください

environm@lawson.co.jp

ローソン限定 「ＣＯ２排出権つき飲料発売！」
ローソンと日本コカコーラの共同企画。
「ジョージアグリーンプラネット」と「リアルブランド」商品1本購入で
1kgまたは５００ｇのＣＯ２をオフセット。日本のＣＯ２排出量削減に貢献します。
オフセットの分類
内容
実施期間
オフセット費用負担

自己活動オフセット支援
ジョージアグリーンプラネット及びリアルブランドの
ローソン専用商品で１ｋｇまたは500ｇをオフセット
グリーンプラネット、リアルエナジーなど
２００８年７月１日～
日本コカコーラ及びローソン

クレジットの種類

京都クレジット（ＣＥＲ）
ブラジルバイオマス発電／インド風力発電

クレジットの調達

ローソン名義で国別登録簿に口座開設し調達

無効化

情報公開

日本国政府償却口座へ移転します
（お客様の削減です、自社及び協力企業の削減ではありません）

ホームページ「飲んでエコ」で実績を公開しています。
ローソンホームページでも償却済みクレジット識別番号を
公開しています

２００８年７月から２０１１年２月28日までの累計で10,６９１トンをオフセット。
詳細は日本コカコーラ「飲んでエコ」ホームページをご参照ください。

http://www.cocacola.co.jp/csr/nonde-eco/#
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オフセット費用は日本コカコーラ社
とローソンの折半としています
問い合わせ先

environm@lawson.co.jp

16

ローソンＣＯ２オフセット運動
ローソンの店頭端末 Ｌｏｐｐｉ で
お客様ご自身のＣＯ２排出量のオフセットができます。
オフセットの分類

①ローソンポイント５０Ｐで１０ｋｇオフセット
②２００ｋｇ１０５０円、５００ｋｇ２５００円、１トン４５００円
の現金コースもあります

内容

実施期間

Ｌｏｐｐｉ

２００８年４月１日～継続中

オフセット費用負担

購入されるお客様

クレジットの種類

京都クレジット（ＣＥＲ）

プロジェクト種類

アルゼンチン風力発電

クレジットの調達先
無効化

証明書

自己活動オフセット支援

ローソン名義で国別登録簿に口座開設し調達
日本国政府償却口座への移転済証明書を発行
（お客様の削減です、ローソンの削減ではありません）

２００８年４月から２０１１年２月末までの累計で約１，６０７トンを
オフセットしました。

５００ｋｇと１トンには
ケータイバッグがつきます

詳細は弊社ホームページをご参照ください。

http://www.lawson.co.jp/company/activity/co2/index.html
※ローソンのホームページで償却済クレジットの識別番号を公開しています

問い合わせ先

environm@lawson.co.jp

◆自己活動オフセット
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環境ステーション

オフィス／カーボン・オフセット

環境ステーション（株）では、資源・エネルギーの循環型社会の形成に貢献するために、社員への環境啓蒙教育を
定期的に実施しております。全社員より環境アイデアを定期的に募集し、随時採用していくことにより、社員ひとりひ
とりが環境への高い関心を持ち続ける企業風土作りに取り組んでおります。
オフセットの分類
オフセット対象
対象期間
オフセット費用負担
クレジットの種類
プロバイダー

無効化

自己活動オフセット（オフィス／カーボン・オフセット）
本社オフィスが入居するビルにおけるエネルギー消費
（電力、水道）、および社用車使用に伴なうガソリン消費
からのＣＯ２排出を対象。
2007年6月 ～ 2010年5月 （3年間）
環境ステーション株式会社
発行済京都クレジット［ＣＥＲ］
ジーコンシャス株式会社
1年目
2年目
3年目

31 ﾄﾝ-CO2 （電気、水道）
39 ﾄﾝ-CO2 （電気、水道）
46 ﾄﾝ-CO2 （電気、ｶﾞｿﾘﾝ）

償却
償却
償却

環境ステーション（株）では、資源・エネルギーの循環型社会の形成に貢献するため
に、社員に対し環境啓蒙教育を定期的に実施しております。全社員より環境アイディ
アを定期的に募集し、随時実施していくことにより、社員ひとりひとりが環境への高い
関心を持ち続ける企業風土作りに取り組んでおります。
環境への取組み ： http://www.kankyo-station.co.jp/company/environment.html

問合せ先：ジーコンシャス株式会社
担当者：カーボンパス事業部
電話：03-5728-2296
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MTV Japan 株式会社
カーボンマイナスプロジェクト

19

■MTVでは、スタジオ稼動に伴うエネルギー使用で排出されるCO²をオフセットしました。
更に自主的な植林活動と組み合わせ、一歩進んだ「カーボンマイナス」を実施中です。

オフセットの分類
実施期間
オフセット費用負担

自己活動オフセット
2009年4月～（継続中）
MTV Japan 株式会社

クレジットの種類

京都クレジット（CER）

プロジェクト種類

CDMプロジェクト
（ブラジルにおける小規模水力発電）

プロバイダー
無効化
情報公開

カーボンフリーコンサルティング株式会社
画像：MTV Japan株式会社様よりご提供

償却
http://www.mtvjapan.com/special/psa/ca
rbonminus/

自社で排出するCO²量(スタジオ稼動に伴うエネルギー使用分） をCERでオフセットし、
自主的な植林を行うことで「カーボンマイナス」の状態を目指しています。 2009年8月の
段階で、オフセットされた排出権は累計25トンに上りました。
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担当者：池田
電話：045-222-3400
info@carbonfree.co.jp

◆商品・サービス利用オフセット

21

アイアクト ＧＲＥＥＮ ＭＥＤＩＡ サービス

株式会社アイアクトは、カーボンオフセットを通じ、業界初となるWebサイト制作の環境対
応サービス『GREEN MEDIAサービス』を始めました。
オフセットの分類

オフセット対象

商品・サービス利用オフセット
株式会社アイアクトの事業活動（１年分）
・オフィス消費エネルギー（電力、水道）
・社員通勤・出張活動
・外部サーバ消費エネルギー
・用紙使用量

実施期間

2009年8月19日から

オフセット費用負担

株式会社アイアクト

クレジットの種類

発行済京都クレジット［ＣＥＲ］

プロジェクト種類

インド風力発電 CDMプロジェクト番号：0800

プロバイダー
無効化

株式会社アイアクト

ジーコンシャス株式会社
80 ton-CO2

償却

Webサイト制作会社であるアイアクトの事業活動全般から排出されるCO2をオフ
セットすることで、アイアクトが制作・運用するWebサイトはCO2を排出しないことと
なり、お客様のWebサイトを低炭素時代に求められるクリーンなメディアとすること
ができます。ご利用いただいたお客様へはローカーボンメディアの証明として、
『GREEN MEDIAマーク』をWebサイトに掲載していただき、ステークホルダーにク
リーンなWebサイトであることをアピールしていただけます。
GREEN MEDIA サービス ： http://www.iact.co.jp/greenmedia/
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問合せ先：ジーコンシャス株式会社
担当者：カーボンパス事業部
電話：03-5728-2296
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アウディ カーボンオフセット
お客様に気持ち良く乗車して頂けるように、新車購入時から半年間はＣＯ２ゼロに。
ほぼフルラインのモデルにてAudi Carbon Offsetを推進中です。
証書だけでなくステッカーも送られ、アウディとお客様との環境によるコミュニケーシ
ョンが可能なサービスになっています。
オフセットの分類
オフセット対象
実施期間
オフセット費用負担

商品使用・サービス利用オフセット
乗車時に排出される温室効果ガス（1t/台）
2008年8月～現在も継続中
フォルクスワーゲン・ファイナンシャル・サービス・
ジャパン株式会社

クレジットの種類

発行済みCER

プロジェクト種類

ブラジル、インド、アルゼンチン等
水力・風力・バイオマス発電プロジェクト等

プロバイダー
無効化

株式会社リサイクルワン
償却

●2009年9月現在、約10,000トンをオフセット。
●女性顧客が6～25％に増加（A6ローンプログラム）。
●3車種から8車種（フルモデル）に対象車種を拡大。
●アウディカーシェアリングやアウディ音楽イベントにもオフセットを展開。
【販売状況は専用ウェブサイト上で随時公開】
http://www.vfj.co.jp/audif/carbonoffset/

問い合わせ先：株式会社リサイクルワン
担当者：温暖化対策事業部
電話：03-5774-0600
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アオイネオン㈱ Ｃ・Ｏ・Ｓ®（カーボン・オフセット・サイン）
看板点灯時のＣＯ2排出量をオフセットします。
省電力化の取組みに加え、更なる環境負荷低減の為にＣ・Ｏ・Ｓ®をご提案します。
オフセットの分類
オフセット対象
実施期間
オフセットの費用負担

商品使用・サービス利用オフセット
看板点灯時に排出されるＣＯ2
2010年5月21日～現在も継続中
看板をご購入されたお客様

クレジットの種類

発行済み京都クレジット（ＣＥＲ）

プロジェクト種類

中国湖北省における小規模水力発電事業

クレジットの購入先
無効化

鈴与商事株式会社
Ｃ・Ｏ・Ｓ利用によるオフセット相当分の排出権を日本政
府償却口座に移転償却し無効化。

【採用事例】
株式会社資生堂様にてご採用いただきました。
省エネ等のＣＯ2削減に配慮した製品改良に取組んだ上で、全国のチェインストアに
取り付ける看板の点灯時に排出するＣＯ2を対象に、設置後5年間使用分に相当する
ＣＯ2排出量をオフセットします。（2010年5月21日以降出荷分より実施）
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問い合わせ先 アオイネオン㈱静岡
担当者：荻野（管理部）
電話：054-282-1221
http://www.aoineon.com

24

ANAカーボン・オフセットプログラム
飛行機の利用距離に応じて、排出されるCO2をオフセット。
携帯電話およびANAホームページから、カーボン・オフセットサービスをご利用い
ただけます。 「森を育てながら地球温暖化防止に貢献する」をテーマに、最新鋭
機の導入等による排出削減努力に加えて、日本の森林を再生するプロジェクトの
支援を行うことでオフセットを行っています。
オフセットの分類
実施期間
オフセット費用負担

商品使用・サービス利用オフセット
2009年9月10日より一部国内路線で開始。
2009年10月より国内全路線で提供実施。
ANAカーボン・オフセットプログラムに参加する乗客

クレジットの種類

J-VERクレジット

プロジェクト種類

北海道4町連携による間伐材促進型森林づくり事業、
諸塚村森林炭素吸収量活用プロジェクト

クレジットの調達先
プロバイダー
無効化

北海道4町、宮崎県諸塚村
一般社団法人 ｍｏｒｅ Ｔｒｅｅｓ
サービス提供後、実績に応じ、J-VER登録簿において一般社団法人
ｍｏｒｅ Ｔｒｅｅｓが保有する口座より無効化

問い合わせ先
全日本空輸株式会社
ＣＳＲ推進部
電話：03-6735-2770

詳細はこちらをご覧ください https://anaoffset.com/
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岩井化成 ポリ袋

使用済み農業用ハウスの農ポリエチレンをリサイクルすることで、CO2排出を削減したポリ
袋「農強ダストパック」を販売。更にその商品のライフサイクルにおいて発生するCO2をオ
フセットすることで、実質CO2排出量ゼロのエコなポリ袋が誕生しました。
オフセットの分類

内容

実施期間
オフセット費用負担

商品使用・サービス利用オフセット
使用済み農業用ハウスの農ポリエチレンをリサイクルした
ポリ袋、「農強ダストパック」のライフサイクルにおいて発生
するCO2をオフセット。
【販売価格】
農協ダストパック45L 1箱500枚入 3,185円
農協ダストパック70L 1箱300枚入 3,354円
農協ダストパック90L 1箱200枚入 2,977円
2009/8/1 ～ 2010/7/31
CO2排出権取得費用は、商品価格に含まれる。
（但し、出荷運賃は含まれない。）

クレジットの種類

CER、VER

プロジェクト種類

インド・風力発電事業、国内の森づくり事業『清風の森』

プロバイダー
無効化

CER：三菱UFJリース
（VER：岩井化成の植林事業）
販売実績に応じ、三菱UFJリースが半期ごとに岩井化成
からの報告を受け、日本政府償却口座へCERを移転

2009年8月から発売開始！！【岩井化成のカーボンオフセット専用ウェブサイト】
http://www.iwaikasei.co.jp/sinchaku/index.html

出典：岩井化成 ホームページ
http://www.iwaikasei.co.jp/sinchaku/index.html
各サイズ1枚の製造に係るCO2排出量
● 45L 27.1g （上記写真 左）
● 70L 44.1g （上記写真 中央）
● 90L 61.8g （上記写真 右）
※ 算定については、岩井化成で計測した数値、および
バックグランドデータを元にLCAを行い算出。

問い合わせ先
担当者：リサイクル事業部
電話：0297-35-1879
25
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オリックス自動車 カーシェアリング「プチレンタ」

日本国内の温室効果ガス削減プロジェクトから生成された排出権（JPA）で、
カーシェアリングで利用される全車両から排出されるCO2量をオフセット。
オフセットの分類
オフセット対象
実施期間
オフセット費用負担

商品使用・サービス利用オフセット
カーシェアリング車両の走行に伴い消費される燃料
2008年7月1日から2013年3月末日
オリックス自動車株式会社

クレジットの種類

JPA

プロジェクト種類

日本国内の温室効果ガス削減プロジェクトから生成

クレジットの調達先

オリックス環境株式会社

プロバイダー

オリックス環境株式会社

無効化

取消。
（四半期ごとに実測給油量に基づいてCO2量換算後に
無効化を実施）

環境に配慮した新しいクルマの利用手段と環境貢献を実現できる新しい
仕組みであるカーボン・オフセットを合体！
【カーボン・オフセット規模】
・カーシェアリング総台数：283台 （2008年3月末現在）
・カーシェアリング事業計画台数：1,000台（2013年3月目標）
【オリックス自動車HP】http://www.orix.co.jp/auto/
【オリックス環境HP】http://www.orix.co.jp/eco/ http://www.orix-eco.jp/index.htm
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問い合わせ先：オリックス株式会社
担当者：エコ・プロジェクト推進部
電話：03-6667-2263

有限会社 紀州うめまさ エコ梅干

「私たちは地球に優しい企業を目指します。」をモットーに有限会社紀州うめまさは、梅干
加工にかかる年間工場使用電力由来のCO2排出（52t-CO2）をカーボン・オフセットしてい
ます。
オフセットの分類
実施期間
オフセット費用負担
オフセット対象

商品使用・サービス利用オフセット
2009年～2010年
有限会社紀州うめまさ
梅干加工工場の年間使用電力

クレジットの種類

発行済みCER

プロジェクト種類

韓国ウルサン市におけるフロン破壊プロジェクト

プロバイダー
無効化

株式会社エコノス

出典：紀州いち梅本舗

http://1ume.jp/

償却済み

より環境によい商品を目指し、包装紙の廃止、再生紙を減量とした箱の利用、
梅干の容器には生分解性プラスチックを使用するなど様々な取組を行っています。
※本商品は環境省環境省のエコ・アクション・ポイント対象商品として認定されています。
【紀州うめまさ商品紹介ページ】
http://shop.1ume.jp/?mode=cate&cbid=568089&csid=0
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株式会社エコノス
環境事業推進部
電話：011-875-1996
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近畿日本ツーリスト カーボンオフセット旅行
近畿日本ツーリストが提供する学校向けの団体旅行のオフセットを実施し、
現在は団体法人などにも提供範囲を広げています。日本の大手旅行代理
店初のCERを活用したオフセットを実施中です。
オフセットの分類
実施期間
オフセット費用負担

2008年4月～現在も継続中
旅行者（利用者負担）

クレジットの種類

発行済みCER

プロジェクト種類

インド等 風力発電プロジェクト等

プロバイダー

学校側から要望があればリサイクルワンが講師として
地球温暖化の講義を提供可能。

商品使用・サービス利用オフセット

株式会社リサイクルワン
出典：近畿日本ツーリスト株式会社 WEBサイト

無効化

償却（旅行ごとに無効化を実施）

●従来よりいち早く教育旅行団体に“環境”いうテーマを取り込み、現時点で年間865校の
学校に対し、「環境学習旅行」プログラムを提供。
●学校側から要望があればリサイクルワンが講師として地球温暖化の講義を提供可能。
●日本初の、国連認定の排出権によるカーボンオフセット旅行。
【近畿日本ツーリストの取り組み詳細はこちら】
http://www.knt.co.jp/kouhou/news/08/no021.html
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問い合わせ先：株式会社リサイクルワン
担当者：温暖化対策事業部
電話：03-5774-0600

ＪＴＢ関東 CO2ゼロ旅行
「GREENSHOES」ブランドとして、ＮＰＯ法人環境エネギー政策研究所と共同で、
グリーン電力証書によるカーボン・オセットの仕組みを利用した商品「ＣＯ２ゼロ
旅行」を開発し、継続的にサポートしています。
●国内旅行はグリーン電力証書によるカーボン・オフセット
●海外旅行は京都クレジット（CER）によるカーボン・オフセット
オフセットの分類

商品使用・サービス利用オフセット

オフセット対象

飛行機・電車・バス・船舶での移動
※オフセット価格は消費者負担

クレジットの種類

グリーン電力証書/発行済みCER

プロバイダー
無効化

エナジーグリーン株式会社/ジーコンシャス株式会社
償却（１カ月ごとに無効化）

発売以来ご利用者が15万人を超えるヒット商品になりました
「CO2ゼロ旅行」は、第二回JTBブランド大賞を受賞しました
※第一回は大賞該当なし

【JTBのエコブランド「GREENSHOES」詳細はこちらをご覧ください】

http://www.jtb.co.jp/kanto/greenshoes/index.asp
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写真説明
グリーン電力証書（A3サイズ木製額入り）
バッジ（直径３８ｍｍ）
グリーン電力証書を中心にした記念写真
写真提供：トラベルジャーナル

問合せ先：
株式会社 ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
クリエイティブ本部 ビジネスソリューションオフィス
エコソリューション課
担当者：合馬（おうま）
電話：03-3266-7807
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ＪＡＬ 航空カーボンオフセット
ＪＡＬ（日本航空）のフライトチケットをWEBで購入したあと、利用するフライトの
CO2算出およびカーボンオフセットを実施することが可能な国内初の取組み。
世界標準の算出ロジックとして期待されるICAOロジックを世界で初めて採用。
オフセットの分類
実施期間

商品使用・サービス利用オフセット
2009年1月～現在も継続中

オフセット費用負担 フライト利用者
クレジットの種類

発行済みCER

プロジェクト種類

インド等 風力発電プロジェクト等

プロバイダー

株式会社リサイクルワン

無効化

償却、取消（無効化済）

出典：JAL カーボンオフセットWEBサイト
http://press.jal.co.jp/ja/uploads/JGN08126.pdf

●これまで地球環境プロジェクトである大気観測や森林火災の情報の提供、中国内蒙
古の沙漠化防止のための緑化に取り組む活動団体への支援などを実施。
●更なる取り組みとして地球温暖化防止に関心の深いお客さまの声にお応えし、お客
さまが航空機のご利用を通して排出するCO2排出量をお客さまご自身の意思でオフセッ
ト可能な「JALカーボンオフセット」を2009年2月より開始。
●オフセット手段も、海外便であれば取消、国内便であれば償却と取消の選択が可能。

問い合わせ先：株式会社リサイクルワン
担当者：温暖化対策事業部
電話：03-5774-0600
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鈴与商事㈱ ＣＯＧ®（カーボンオフセット・ガソリン）

ガソリンからのＣＯ２排出量をオフセット。
日本初、自動車起源ＣＯ２への新たな取組「ＣＯＧ®（カーボンオフセットガソリン）」を
全国の鈴与チェーン給油所にて販売しています。
オフセットの分類
オフセット対象
実施期間
オフセット費用負担

商品使用・サービス利用オフセット
自動車運転の際燃焼するガソリンからの排出量
平成２０年１０月～現在も継続中
購入顧客

クレジットの種類

発行済み京都クレジット（ＣＥＲ）

プロジェクト種類

インド・小規模水力発電

クレジットの調達先
無効化

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
お客様のＣＯＧ利用によるオフセット相当量分の排
出権を日本国政府償却口座に移転償却し無効化。

○削減が困難な自動車起源ＣＯ２への新たな取組
○ガソリンからのＣＯ２排出量をオフセット
○利用会員には毎月オフセット納品書兼証明書を発行しオフセット量を見える化
○平成２１年１０月から、販売エリアを全国の鈴与チェーン給油所（約２００店舗）に拡大
○ＣＯＧ®ウェブサイトにてオフセット実績、排出権の無効化情報を公開中
ウェブサイトhttp://www.suzuyoshoji.co.jp/cog/
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出典：COGウェブサイト
http://www.suzuyoshoji.co.jp/cog/

【問い合わせ先】
鈴与商事㈱エネルギー企画部
担当者：山下 竜広
電話
０５４－２７３－７７６１
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TIS（株） オフセット付きハウジングサービス

ソーラー発電の利用や省電力設備、LED照明、人感センサーの採用など、最大限に環境
配慮がされたデータセンターにカーボンオフセットを導入！センターのご利用に伴い排出さ
れるCO2を「見える化」し、お客さまごとにオフセット証書を発行します。
オフセットの分類

オフセット対象

実施期間

商品使用・サービス利用オフセット
ＴＩＳ株式会社が運営する次世代型データセンター「心斎橋
ｇＤＣ」において、お客さまへのハウジングサービス提供に
伴う電力消費
2009年10月1日～2014年9月30日

オフセット費用負担

発行済み京都クレジット（CER）

プロジェクト種類

中国・水力発電（CDMプロジェクト番号＃1484）
オリックス株式会社

無効化

償却（4,860 t-CO2の一括無効化が完了済み）

データセンター事業者にとっては、お客さまが増加すれば利益は上がるものの、エ
ネルギーの使用量も増えることになり、より多くのCO2を排出してしまいます。
そのため、ＴＩＳの「心斎橋ｇＤＣ」では様々な環境配慮対策を施し、さらなる企
業価値の向上にむけ、また、環境問題への意識の高いお客さまに積極的にご利用い
ただくために、今回のカーボン・オフセットを導入いたしました。
【TIS HP】 http://www.tis.co.jp/
【オリックス ＨＰ】http://www.orix.co.jp/grp/ http://www.orix-eco.jp/index.htm
【プレスリリース】 http://www.orix.co.jp/grp/content/090930_TISJ.pdf
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【下】本サービスの取
組スキーム図

ＴＩＳ株式会社

クレジットの種類

プロバイダー

【左】「心斎橋gDC」
内部（機器類の設置
前）

ティンマシン

問い合わせ先：オリックス株式会社
担当者：エコ・プロジェクト推進部
電話：03-6667-2263

パズルゲーム「ecoっパ★!!」

「ecoっパ★!!」で遊んで地球温暖化防止に参加！
株式会社ティンマシンは、NTTドコモのｉモード向けゲームサイト『アプリパーク』にて、エコロジーをテ
ーマにしたパズルゲーム『ecoっパ★!!』をダウンロードすることで、実際に地球温暖化防止に参加で
きるキャンペーンを開始いたしました。
オフセットの分類

商品・サービスオフセット

オフセット対象

パズルゲーム「ecoっパ★!!」のダウンロード時に、携帯電話１
ケ月の想定消費電力量（充電量）からのCO2排出を対象とした
カーボンオフセット。

販売開始時期

2010年3月

オフセット費用負担

株式会社ティンマシン

クレジットの種類

発行済京都クレジット［ＣＥＲ］

プロジェクト種類

ブラジル風力発電 CDMプロジェクト番号：0575

プロバイダー
無効化

ジーコンシャス株式会社
10 ton-CO2 （28,735 ダウンロード分）

償却

本キャンペーンは、ジーコンシャス株式会社の「カーボンパス」を利用して、地球温暖
化の原因であるCO2（二酸化炭素）排出権10t分（約28000人分の携帯電話1ヶ月分
の消費電力に相当）を一括購入、「ecoっパ★!!」のダウンロード1件につき1人分の
カーボンオフセットを実施いたします。
ニュースリリース ： http://www.tinmachine.co.jp/release/tinmachine_20100311.pdf
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問合せ先：ジーコンシャス株式会社
担当者：カーボンパス事業部
電話：03-5728-2296
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ナカバヤシ カーボンオフセット付シュレッダー

ナカバヤシのオフィスシュレッダは、幅広い機種において、待機電力をカットする自動電源OFF機能の搭載、長寿命カッターユニットの
採用など省エネ・省資源設計に努めてきました。しかし、文書の細断時にはどうしても電力を使用し、細断後の紙片の回収においても、
回収トラックからCO2が排出されます。よって、ナカバヤシでは売り上げの一部を使用して、「カーボンオフセット」に取り組みます。刃物
の5年間保証に合わせて、オフィスシュレッダを5年間使用することにより排出されるものと同量のCO2をオフセットします。

オフセットの分類

商品使用・サービス利用オフセット
◆シュレッダ機器消費電力
◆細断物運搬時消費燃料（軽油）

オフセット対象

販売開始時期
オフセット費用負担

標準的なオフィスシュレッダ5年間の使用において、機器の標準消費
電力およびナカバヤシ（株）の統計値に基づく平均的な細断量と運
搬量を設定した上で、排出が想定される二酸化炭量を算定。

2008年11月
ナカバヤシ株式会社

クレジットの種類

発行済京都クレジット［ＣＥＲ］

プロジェクト種類

ブラジル水力発電 CDMプロジェクト番号：0667

プロバイダー

ジーコンシャス株式会社

2008年11月の発売開始以来、環境配慮意識の高い企業様にご好評をいただいてお
ります。今後もお客様の環境貢献経営をご支援すべくカーボンオフセット付シュレッ
ダー のご提供に努めてまいります。
ナカバヤシ（株）HP ： http://www.nakabayashi.co.jp/index.html
カーボンオフセット ： http://www.nakabayashi.co.jp/service/kankyo/carbon_offset/shredder
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問合せ先：ジーコンシャス株式会社
担当者：カーボンパス事業部
電話：03-5728-2296

ナカバヤシ ＣＯ２オフセット付き細断サービス

ナカバヤシでは、ISO14001の取得や植林事業への参加、環境配慮型商品の開発等に取り組んでまいりましたが、
2008年11月1日より、オフィス古紙の機密抹消とリサイクルを実現する「機密文書の細断サービス」をご利用の際に
排出されるCO2に関して「カーボンオフセット」を実地しております。
オフセットの分類

商品使用・サービス利用オフセット
◆細断処理時消費エネルギー
◆車両走行時消費燃料（軽油）

オフセット対象

販売開始時期
オフセット費用負担

自社統計値に基づく年間細断用紙量（平均値）から割り出される細
断消費エネルギー、および細断車両の平均的走行距離に基づく運
行時消費燃料（軽油）をもとに二酸化炭素排出量を算定。

2008年11月
ナカバヤシ株式会社

クレジットの種類

発行済京都クレジット［ＣＥＲ］

プロジェクト種類

ブラジル水力発電 CDMプロジェクト番号：0667

プロバイダー

ジーコンシャス株式会社

2008年11月の発売開始以来、環境配慮意識の高い企業様にご好評をいただいてお
ります。今後もお客様の環境貢献経営をご支援すべくＣＯ２オフセット付細断サービス
のご提供に努めてまいります。
ナカバヤシ（株）HP ： http://www.nakabayashi.co.jp/index.html
カーボンオフセット ： http://www.nakabayashi.co.jp/service/kankyo/carbon_offset/
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問合せ先：ジーコンシャス株式会社
担当者：カーボンパス事業部
電話：03-5728-2296
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（株）八洋 カーボン・オフセットベンダー

お客さまの事業所などに設置した自動販売機をカーボンオフセット！
ご利用に伴い排出されるCO2を「ゼロ」にする、地球環境に優しい自動販売機です。
オフセットの分類

商品使用・サービス利用オフセット

商品名

カーボン・オフセットベンダー
お客さまの事業所などに設置する自動販売機の稼動に
伴う消費電力

オフセット対象

【取組スキーム図】

サービス開始時期

2010年4月1日

オフセット費用負担

株式会社八洋
（お客さまにも費用の一部をご負担いただき、八洋と一緒
に環境貢献を実施するスキームもあります）

クレジットの種類

発行済み京都クレジット（CER）

プロジェクト種類

中国・水力発電（CDMプロジェクト番号＃1484）

無効化

償却 （京都議定書上の日本の目標達成に貢献）

いつでもどこでも、おいしい飲み物を提供してくれる自動販売機は、現代社会には欠かせ
ないインフラの一つになっていますが、1日24時間、365日稼動することにより、多くのCO2
を排出してしまいます。そのため、環境問題への意識の高いお客さまに積極的にご利用い
ただくために、この「カーボン・オフセットベンダー」を導入いたしました。
【八洋 HP】 http://www.hachiyoh.co.jp/
【オリックス ＨＰ】 http://www.orix.co.jp/grp/ http://www.orix-eco.jp/index.htm
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株式会社日吉

問い合わせ先：オリックス株式会社
担当者：エコ・プロジェクト推進部
電話：03-6667-2263

ケイラックス®アッセイ（CALUX®Assay)

地球温暖化への影響が少ない日吉のダイオキシン類分析手法 “CALUX®Assay”。
更なる地球温暖化防止を目指し、分析プロセスでの電力使用に伴うCO2をカーボン・
オフセットする取り組みを実施しています。
（※この取り組みはカーボン・オフセット認証制度における認証案件です。認証NO 4CJ-0900027 ）
オフセットの分類 商品使用・サービス利用オフセット
実施期間
オフセット
費用負担

2010年4月1日～
株式会社日吉

クレジットの種類 CER
プロジェクト種類 インド・風力発電プログラム
プロバイダー
無効化

三菱ＵＦＪリース
日本政府の償却口座へ移転(無効化完了)

環境省基準による
カーボン・オフセット認証
ラベル
認証番号 ：
4CJ-0900027
www.4cj.org

－問い合わせ先－
株式会社日吉
技術部：calux@hiyoshi-es.co.jp

日吉は、[各分野で品質管理・品質保証・精度管理を認められた検査機関です。]
ダイオキシン分析（極微量物質）の計量証明事業所登録機関（ＭＬＡＰ審査合格）
ISO9001の認証、食品検査登録、水道検査登録、飼料検査登録、温泉分析指定機関
土壌分析登録機関、衛生検査所登録。
CALUX専用サイト
http://www.calux.jp/
日吉ホームページ
http://www.hiyoshi-es.co.jp/
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オフセットプロバイダー

オフセットサービス室 offset-2@lf.mufg.jp
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（株）山櫻 カーボン・オフセットされた名刺と封筒

ビジネスに必要不可欠な名刺、封筒をカーボン・オフセット！
製造過程で発生するCO2排出量を算出し、国連認証のCERを活用しています。
オフセットの分類
商品名

オフセットの対象

商品使用・サービス利用オフセット
カーボン・オフセット名刺、カーボン・オフセット封筒
以下、①から③におけるCO２排出量の総量
①原材料となる用紙の製造および輸送
②八王子の森工場で主に使用する断裁機および製袋機の消
費電力
③八王子の森工場から新木場の物流センター（Sakura Cube）
までの輸送

商品の販売開始

2010年11月

クレジットの種類

発行済み京都クレジット（CER）

【取組スキーム図】

プロジェクトの種類 中国・水力発電（CDMプロジェクト番号＃1484）
無効化

償却 （京都議定書上の日本の目標達成に貢献）

山櫻では、環境負荷の軽減を図るため省エネルギーによる事業活動を積極的に行ってお
ります。創業80周年を迎える2011年度より、CO２排出量の具体的な削減目標を掲げ、カー
ボン・オフセット製品の販売と併せて更なる地球温暖化対策を進めて参ります。
【山櫻 HP】 http://www.yamazakura.co.jp http://www.yamazakura.co.jp/topics/co2.html
【オリックス ＨＰ】 http://www.orix.co.jp http://www.orix-eco.jp/index.htm

問い合わせ先：オリックス株式会社
担当：エコ・プロジェクト推進部
電話：03-6667-2263

◆会議・イベント開催オフセット
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清水エスパルス（カーボンオフセットクラブ）

２００７年１２月にカーボンオフセットクラブ化を宣言。CO2排出権を購入すると共に積極的にCO2の排
出削減に取り組むことで、ホームであるアウトソーシングスタジアム日本平での２００８年から２０１２年
までの試合をカーボンオフセットマッチとしました。
オフセットの分類

オフセット対象

実施期間
オフセット費用負担

会議・イベント開催オフセット
・スタジアムの電力消費による排出量
・ゴミ処理による排出量
・シャトルバス運行等による排出量

株式会社 エスパルス

クレジットの種類

CER

プロジェクト種類

ブラジル・小水力発電事業

クレジットの調達先
無効化

公開可能な商品・サービス
の様子が分かる写真を
添付してください

2008年～2012年

三井住友銀行
初年度（２００８年度）分（３６０t-CO2）については、２００９年
４月３０日日本政府償却口座へ移転し無効を実施。

ブラジル インテルナシオナル下部チームとのサッカー
＆エコ交流
出典：エスパルスHP
http://www.s-ulse.co.jp/news/20080808-1008.html

エスパルスのエコチャレンジは多岐にわたっています。まずは２００７年から２００８年にかけてスタジアム
内に紙コップ回収カートを１５基設置し、回収した紙コップをトイレットペーパーとしてリサイクル。更にゴミの
分別や減量を図っています。またエコ生活を薦めるエコブックを制作。選手やスタッフによる啓蒙活動や、
エコマッチやエコチャリティも実施しています。また排出権購入がきっかけでブラジルのセラン社の協力を
受け、２００８年夏U-14チームのブラジルへのサッカー＆エコ遠征が実現し、エスパルスとインテルナシオ
ナルとの環境共同宣言に発展することになりました。更に２００９年度からは、スポンサーであるプーマと
テイジンとのコラボによるエスパルスエコチャレンジ２００９計画を開始。これはスタジアムや練習場から出る
ペットボトルを回収し、将来的にはユニホームを制作するというもの。またラジオ局K-MIXとペットボトルの
キャップ回収に共同で取り組んだり、キャプテンである兵働昭弘選手が伊豆・三津シーパラダイスの環境
活動を支援したりと、様々なエコ活動を展開しています。 http://www.s-pulse.co.jp

問い合わせ先
① 株式会社エスパルス 広報室
担当：うまごえ
ＴＥＬ ０５４－３３６－０８３１
② 鈴与ホールディングス株式会社
担当： 土屋
TEL ０５４－３５４－３１３０
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秩父宮賜杯第42回全日本大学駅伝対校選手権大会 （第41回に引き続き、２度目の取組み）
全日本大学駅伝対校選手権大会では、これまで沿道の応援小旗の廃止、プリント用紙・記録用紙の削減など環境対
策に努めてきました。
第41回大会ではさらなる環境負荷低減を目指すため、従来の環境対策に加え、大会運営時に排出されるCO2排出
量のカーボン・オフセットを行いました。2010年11月に開催された第42回大会では、本大会コースの大部分が通過す
る三重県で発行される排出権（ J-VER）を使用し、環境貢献に加え
地産地消のカーボン･オフセットとして地域貢献にもなっています。
＜環境省基準によるカーボン・オフセット認証を取得＞
オフセットの分類
オフセット対象

実施期間
オフセット費用負担
クレジットの種類

会議・イベント開催オフセット
大会中の伴走車の燃料から排出されるCO2
及び大会事前準備、リハーサル時に排出されるCO2
関係者の移動時に排出されるCO2
大会終了後機材撤去時に排出されるCO2
2010年11月6日～7日（事前準備・リハーサル・大会当日）
社団法人日本学生陸上競技連合
J-VER

プロジェクト名

三重県大台町宮川流域における持続可能な森林管理プロジェクト

プロバイダー

三菱ＵＦＪリース株式会社

無効化

イベント実施後、三菱ＵＦＪリース株式会社が
J-VER登録簿カーボン･オフセット用無効化口座へ移転

全日本大学駅伝について
毎年秋に開催される大学駅伝チームの日本一のタイトルを決める大会。男子３大
大学駅伝のうちの一つ(全日本、出雲、箱根)。コースは名古屋市の熱田神宮ー伊勢市
の伊勢神宮までの8区間106.8kmで争われる。
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