
　自主参加型国内排出量取引制度　第４期目標保有参加者タイプA

1 武田薬品工業株式会社　光工場 山口県光市 工場 単独 光工場用役供給体制の再構築 101,410 1,521,150 [15年]

2 株式会社北海道熱供給公社
中央エネルギーセンター
北海道 札幌市

工場 単独
天然ガス化及び木質バイオマス導入
によるCO2排出削減対策事業

25,000 425,000 [17年]

3
東洋紡績株式会社　敦賀事業所
三菱UFJリース株式会社
北陸電気工事株式会社

東洋紡績株式会社　敦賀事業所第２
福井県敦賀市

工場 単独
東洋紡績株式会社敦賀事業所第２
における燃料転換事業

16,773 167,730 [10年]

4 昭和電工株式会社　大町事業所 長野県大町市 工場 単独
A重油からLNGへの燃料転換による
CO２排出量削減

10,000 100,000 [10年]

5 昭和産業株式会社　鹿島工場 茨城県神栖市 工場 単独 木質バイオマスボイラ建設工事 10,000 150,000 [15年]

6 奥多摩工業株式会社
生産本部瑞穂工場
東京都西多摩郡瑞穂町　他1工場

工場 グループ LNGへの燃料転換 9,976 119,712 [12年]

7 株式会社INAX
伊賀上野工場上野製造
三重県伊賀市　他6工場

工場 グループ
ＬＰＧからＬＮＧ（都市ガス）への焼成
炉燃料転換工事　他

9,785 94,914 [9.7年]

8 株式会社吉年 大阪府河内長野市 工場 単独 溶解設備更新工事 9,672 116,064 [12年]

9 ヤマサ醤油株式会社
本社
千葉県銚子市

工場 単独
LNGサテライト方式によるボイラー設
備燃料転換事業

9,202 119,626 [13年]

10
住友ゴム工業株式会社　宮崎工場
オリックス株式会社

住友ゴム工業株式会社　宮崎工場
宮崎県都城市

工場 単独 サテライト方式による燃料転換 7,500 112,500 [15年]

11 小松精練株式会社
根上工場
石川県能美市　他3工場

工場 グループ
LNGサテライト設置、燃料転換によ
るグループでのCO2削減

7,000 105,000 [15年]
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12 住友軽金属工業株式会社
名古屋製造所
名古屋市港区

工場 単独
蓄熱燃焼式脱臭炉導入による省エ
ネルギー事業

5,978 68,028 [12年]

13
いすゞ自動車株式会社
株式会社エネルギーアドバンス

いすゞ自動車株式会社　藤沢工場
神奈川県藤沢市　他1工場

工場 グループ

ESCO方式を利用した藤沢工場の
コージェネレーションシステムの導入
と栃木工場の燃料転換によるCO2排
出削減事業

5,594 83,910 [15年]

14
フジフーズ株式会社
新電力株式会社

フジフーズ株式会社　仙台工場
宮城県名取市　他3工場

工場 グループ
フジフーズ株式会社4工場省エネル
ギープロジェクト

5,028 75,420 [15年]

15 エプソンイメージングデバイス株式会社
鳥取事業所
鳥取県鳥取市

工場 単独
ＩＮＶターボ冷凍機と熱源コントロー
ラーの導入によるＣＯ２削減

5,000 75,000 [15年]

16 成田ドライアイス株式会社 千葉県山武郡芝山町 工場 単独
ドライアイス製造加工設備及びＣＯ2
回収液化設備設置事業

4,555 68,325 [15年]

17 利昌工業株式会社
湖南工場
滋賀県湖南市　他1工場

工場 グループ
ボイラー、脱臭炉等の燃焼（重油・灯
油）及びＬＰＧの天然ガス化事業

4,000 60,000 [15年]

18 オハヨー乳業株式会社
関東工場
茨城県鉾田市

工場 単独
A重油からLNGへの燃料転換による
CO2排出抑制事業

3,601 47,983 [13.3年]

19 レンゴー株式会社
小山工場
栃木県小山市　他2工場

工場 グループ ボイラー更新及び燃料天然ガス化 3,189 38,268 [12年]

20 TDK株式会社　三隈川工場 大分県日田市 工場 単独
空気圧縮機更新によるCO2削減事
業

3,100 46,500 [15年]

21 万葉倶楽部株式会社
小田原お堀端　万葉の湯
神奈川県小田原市　他7事業場

事業場 グループ
万葉倶楽部『地球にやさしい温浴施
設』プロジェクト（高効率潜熱ガスボ
イラー設置等）

3,068 46,020 [15年]

22
株式会社NTN　金剛製作所
三菱UFJリース株式会社

株式会社ＮＴＮ金剛製作所　東工場
大阪府河内長野市　他3工場

工場 グループ
ベアリング製造工場での高効率設備
導入によるESCO事業

3,053 43,047 [14.1年]

23 パラマウント硝子工業株式会社
長沼工場
福島県須賀川市　他3工場

工場 グループ
LNGへの燃料転換によるCO2削減
事業

3,000 37,500 [12.5年]
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24 日本ハム食品株式会社　関東プラント 茨城県常総市 工場 単独
LPG仕様設備の都市ガスへの燃料
転換によるCO2排出抑制事業

3,000 45,000 [15年]

25 タニガワビバレッジ株式会社 群馬県利根郡みなかみ町 工場 単独
LNGサテライト方式によるボイラ燃料
の天然ガス化・CO2削減事業

2,704 40,560 [15年]

26 株式会社コベルコマテリアル銅管 神奈川県秦野市 工場 単独
熱処理炉燃料のブタンから都市ガス
への転換等によるCO2削減事業

2,559 38,385 [15年]

27
持田製薬工場株式会社
オリックス株式会社

持田製薬工場株式会社　本社工場
栃木県大田原市

工場 単独 燃料転換事業 2,364 35,460 [15年]

28 日本インシュレーション株式会社　岐阜工場 岐阜県瑞穂市 工場 単独
ＫＤ－１６０Ｅボイラー燃料変更に伴
う改造工事

2,254 33,810 [15年]

29 オーエム金属工業株式会社
本社工場
島根県松江市

工場 単独
溶銑炉（キュポラ）から電気炉への
転換によるＣＯ2削減事業

2,060 20,600 [10年]

30 沼津熔銅株式会社 静岡県島田市 工場 単独
ブタンガスからLNGへの燃料転換に
よるCO2排出量削減事業

2,020 30,300 [15年]

31
常陸森紙業株式会社
東電工業株式会社

常陸森紙業株式会社 茨城事業所
茨城県東茨城郡茨城町

工場 単独

環境に優しい企業を目指し、Ｃ重油
からＬＮＧへの燃料転換及びボイ
ラー効率改善を実施し、大幅な温室
効果ガスの排出抑制を具現化する
事業

1,865 27,975 [15年]

32 丸彦製菓株式会社
日光工場
栃木県日光市

工場 単独
LNGへの燃料転換によるCO2削減
事業

1,847 27,705 [15年]

33 株式会社ルネサス北日本セミコンダクタ　津軽工場 青森県五所川原市 工場 単独
ルネサス北日本セミコンダクタ津軽
工場　冷凍機更新等によるCO2排出
量削減

1,839 27,585 [15年]

34
株式会社ノザワ　播州工場
ニッセイ・リース株式会社

株式会社ノザワ　播州工場
兵庫県加古郡播磨町

工場 単独 燃料転換工事 1,680 16,800 [10年]

35 明治乳業株式会社　守谷工場 茨城県守谷市 工場 単独
総合省エネルギーによるCO2削減事
業

1,545 17,767 [11.5年]
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36 東亜箸販売株式会社 広島県福山市 工場 単独
木材乾燥機用木質バイオマスボイ
ラー設置事業

1,514 19,682 [13年]

37 株式会社ニューオータニ
ホテルニューオータニ幕張
千葉県千葉市

事業場 単独
ホテルニューオータニ幕張　熱源改
修等によるＣＯ２排出削減事業

1,500 22,500 [15年]

38 ユニバーサル製缶株式会社
富士小山工場
静岡県駿東郡小山町

工場 単独
高効率空調熱源機導入によるCO2
排出削減事業

1,477 22,155 [15年]

39 三菱樹脂株式会社　長浜工場 滋賀県長浜市 工場 単独
灯油焚き加熱炉燃料転換及び高効
率コンプレッサー導入によるCO2削
減事業

1,467 12,762 [8.7年]

40
富士通メディアデバイスプロダクツ株式会社
株式会社富士通ファシリティーズエンジニアリング

富士通メディアデバイスプロダクツ株式会社
長野県須坂市

工場 単独 １番館冷凍機更新計画 1,450 21,750 [15年]

41 トピー工業株式会社　綾瀬製造所 神奈川県綾瀬市 工場 単独 都市ガスへの燃料転換事業 1,150 17,250 [15年]

42 日本ペプシコーラ製造株式会社 埼玉県羽生市 工場 単独
日本ペプシコーラ製造株式会社にお
けるエネルギー転換事業（A重油⇒
都市ガス）

1,000 10,000 [10年]

43 学校法人名城大学
天白校地
名古屋市天白区

事業所 単独
名城大学天白校地
省エネルギー設備導入事業

971 14,565 [15年]

44 碧海工機株式会社
ダイカスト工場
愛知県西尾市

工場 単独
アルミニウム溶解保持炉のLPGから
都市ガスへの燃料転換によるCO2
排出量削減

828 8,280 [10年]

45 株式会社ルネサステクノロジ　高知事業所 高知県香南市 工場 単独
ルネサステクノロジ高知事業所　省
エネタイプ冷凍機導入等によるCO2
排出量削減

802 12,030 [15年]

46
東興パーライト工業株式会社　栃木工場
芙蓉総合リース株式会社

東興パーライト工業株式会社　栃木工場
栃木県芳賀郡市

工場 単独
パーライト発泡炉のＬＮＧ化によるＣ
Ｏ２の削減事業

792 7,920 [10年]

47
株式会社カワチ薬品
三井住友ファイナンス＆リース株式会社
株式会社ファーストエスコ

カワチ薬品盛岡みたけ店
岩手県盛岡市　他24店舗

事業場 グループ
カワチ薬品（２５店舗）におけるCO2
削減事業

753 10,918.00 [14.5年]
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48 独立行政法人物質・材料研究機構
桜地区
茨城県つくば市

事業場 単独
ハイブリッド磁石用超伝導コイルの
冷却システムの更新事業

710 10,650 [15年]

49 阪神内燃機工業株式会社　玉津工場 神戸市西区 工場 単独
溶解エネルギーをコークスから電気
への転換によるCO2削減事業

679 7,469 [11年]

50
株式会社マイカル
東芝ファイナンス株式会社

近江八幡サティ
滋賀県近江八幡市

事業場 単独 省エネによるCO2削減事業 650 9,750 [15年]

51 五條製紙株式会社 静岡県富士市 工場 単独
小型ボイラー分散設置方式によるエ
ネルギー効率アップ

629 9,000 [12年]

52
郵便事業株式会社
三菱UFJリース株式会社
日本ファシリティ・ソリューション株式会社

郵便事業株式会社　新宿支店
東京都新宿区　他4店舗

事業場 グループ
郵便事業株式会社　新宿支店・越谷
支店ＥＳＣＯサービス事業

618 9,270 [15年]

53 ジャパンファインスチール株式会社 山口県山陽小野田市 工場 単独
炉の燃料転換（ＬＰＧ→13Ａ）と排熱
回収、その他設備整備事業

600 6,000 [10年]

54
ニットーボー新潟株式会社
日東紡績株式会社　新潟事業センター

ニットーボー新潟株式会社
新潟県新潟市

工場 単独
ボイラ設備の都市ガス用バーナー切
替による燃料転換事業

590 5,900 [10年]

55
株式会社横浜八景島
東京リース株式会社

横浜･八景島シーパラダイス
横浜市金沢区

事業場 単独
水族館施設における高効率チラー
導入による省エネルギー事業

589 8,835 [15年]

56
倉敷ステーション開発株式会社
株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

倉敷ステーション開発株式会社
JR倉敷駅ビル（ホテル倉敷・ルブラン）
岡山県倉敷市

事業場 単独
ＪＲ倉敷駅ビル（ホテル・ショッピング
センター）空調改修工事(CO2削減事
業）

557 8,355 [15年]

57

有限会社玉造皆美
興銀リース株式会社
株式会社山武

有限会社　玉造皆美　佳翠苑　皆美
島根県松江市

事業場 単独
エネルギー転換および高効率化に
よるＣＯ2排出削減事業

510 7,650 [15年]

58 株式会社ファミリーマート
ファミリーマート　四谷区民センター店
東京都新宿区　他49店舗

事業場 グループ
コンビニエンスストアの設備転換に
よるCO2排出量抑制事業

500 5,480
[15年]／
[7年]

59 富士シティオ株式会社
横浜南店
神奈川県横浜市南区　他9店舗

事業場 グループ
Fujiスーパー　店舗省エネルギーに
よるCO2削減

488 7,320 [15年]
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60 バイエル薬品株式会社　滋賀工場 滋賀県甲賀市 工場 単独
バイエル薬品株式会社滋賀工場
高効率モジュール式冷凍機による
CO2排出量削減事業

400 6,000 [15年]

61 ミニストップ株式会社
麻布十番店
東京都港区　他112店舗

事業場 グループ コンビニエンスストアCO2削減事業 369 4,944 [13.5年]

62 明治乳業株式会社　旭川工場 北海道旭川市 工場 単独
総合省エネルギーによるCO2削減事
業

357 2,856 [8年]

63 TDK株式会社　テクニカルセンター 千葉県市川市 事業場 単独
平成20年度TDKﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰW1棟
CO2削減事業

325 4,875 [15年]

64
山口朝日放送株式会社
株式会社山武

山口朝日放送株式会社
山口県山口市

事業場 単独
重油から電気への転換によるＣＯ2
排出削減事業

318 4,770 [15年]

65
農事組合法人高知バイオマスファーム
協同リース株式会社　高松支店

高知県安芸郡芸西村　他17園芸用ハウス 工場 グループ
重油から木質バイオマスエネルギー
設備への転換事業

300 2,100 [7年]

66 株式会社アドヴァンス 新潟県新潟市 工場 グループ 高効率ボイラ導入事業 300 3,600 [12年]

合　　　　　　　　　　　　　　計 314,414 4,388,280


