
　自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）第4期（2009年度目標）　目標保有参加者

第4期目標保有参加者タイプA（五十音順）

事業者名
対象工場・事業場名

及びその所在地

1 (株)アドヴァンス 新潟県新潟市

2
いすゞ自動車(株)
(株)エネルギーアドバイス

いすゞ自動車(株)　藤沢工場
神奈川県藤沢市　他1工場

3 (株)INAX
伊賀上野工場上野製造
三重県伊賀市　他6工場

4
(株)NTN金剛製作所
三菱UFJリース(株)

(株)ＮＴＮ金剛製作所　東工場
大阪府河内長野市　他3工場

5 エプソンイメージングデバイス(株)　鳥取事業所 鳥取県鳥取市

6 オーウエンスコーニング製造(株)　茨城工場 茨城県古河市

7 オーエム金属工業(株)　本社工場 島根県松江市

8
岡山大建工業(株)
大建工業(株)

岡山大建工業(株)
岡山県岡山市

9 奥多摩工業(株)
生産本部瑞穂工場
東京都西多摩郡瑞穂町　他1工場

10 オハヨー乳業(株)　関東工場 茨城県鉾田市

11
(株)カワチ薬品
三井住友ファイナンス＆リース(株)
(株)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

12
倉敷ステーション開発(株)
(株)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)
JR倉敷駅ビル（ホテル倉敷・ルブラン）
岡山県倉敷市

13
農事組合法人高知バイオマスファーム
JA三井リース(株)

高知県安芸郡芸西村　他17園芸用ハウス

14 五條製紙(株) 静岡県富士市

15 (株)コベルコ　マテリアル銅管 神奈川県秦野市

16 小松精練(株)
根上工場
石川県能美市　他3工場

17 ジャパンファインスチール(株) 山口県山陽小野田市

18 昭和産業(株)　鹿島工場 茨城県神栖市

19 昭和電工(株)　大町事業所 長野県大町市

20 神鋼機器工業(株) 鳥取県倉吉市

21 住友軽金属工業(株)　名古屋製造所 名古屋市港区

22
住友ゴム工業(株)　宮崎工場
オリックス(株)

住友ゴム工業(株)　宮崎工場
宮崎県都城市

23 太陽誘電モバイルテクノロジープロダクツ 長野県須坂市

24 武田薬品工業(株)　光工場 山口県光市

25 タニガワビバレッジ(株) 群馬県利根郡みなかみ町

26
有限会社玉造皆美
興銀リース(株)
(株)山武

有限会社　玉造皆美　佳翠苑　皆美
島根県松江市

※複数の事業者による共同事業の場合、下線部が排出削減実施事業者

別添２



事業者名
対象工場・事業場名

及びその所在地

27 TDK(株)　テクニカルセンター 千葉県市川市

28 TDK(株)　三隈川工場 大分県日田市

29 東亜箸販売(株) 広島県福山市

30
東興パーライト工業(株)　栃木工場
芙蓉総合リース(株)

東興パーライト工業(株)　栃木工場
栃木県芳賀郡市

31
東洋紡績(株)　敦賀事業所
三菱UFJリース(株)
北陸電気工事(株)

東洋紡績(株)　敦賀事業所
福井県敦賀市

32 成田ドライアイス(株) 千葉県山武郡芝山町

33
ニットーボー新潟(株)
日東紡績(株)　新潟事業センター

ニットーボー新潟(株)
新潟県新潟市

34 日本インシュレーション(株)　岐阜工場 岐阜県瑞穂市

35 日本ハム食品(株)　関東プラント 茨城県常総市

36 日本ペプシコーラ製造(株) 埼玉県羽生市

37 (株)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

38 沼津熔銅(株) 静岡県島田市

39
(株)ノザワ　播州工場
ニッセイ・リース(株)

(株)ノザワ　播州工場
兵庫県加古郡播磨町

40 バイエル薬品(株) 滋賀県甲賀市

41 パラマウント硝子工業(株)
長沼工場
福島県須賀川市　他3工場

42 阪神内燃機工業(株)　玉津工場 神戸市西区

43
常陸森紙業(株)　茨城事業所
東電工業(株)

常陸森紙業(株) 茨城事業所
茨城県東茨城郡茨城町

44 (株)ファミリーマート
ファミリーマート　上池袋四丁目店
東京都豊島区　他49店舗

45 富士シティオ(株)
横浜南店
横浜市南区　他9店舗

46
フジフーズ(株)
NECキャピタルソリューション(株)
新電力(株)

フジフーズ(株)　仙台工場
宮城県名取市　他3工場

47 独立行政法人物質・材料研究機構　桜地区 茨城県つくば市

48 (株)北海道熱供給公社
中央エネルギーセンター
札幌市

49 (株)マイカル　近江八幡サティ 滋賀県近江八幡市

50 (株)マイカル
御経塚サティ
石川県石川郡野々市町　他2事業場

51 丸彦製菓(株)　日光工場 栃木県日光市

52 万葉倶楽部(株)
小田原お堀端　万葉の湯
神奈川県小田原市　他7事業場

53 三菱樹脂(株)　長浜工場 滋賀県長浜市

54 ミニストップ(株)
麻布十番店
東京都港区　他104店舗

55 明治乳業(株)　旭川工場 北海道旭川市



事業者名
対象工場・事業場名

及びその所在地

56 明治乳業(株)　守谷工場 茨城県守谷市

57 学校法人名城大学
天白校地
名古屋市天白区

58
持田製薬工場(株)
オリックス(株)

持田製薬工場(株)　本社工場
栃木県大田原市

59
山口朝日放送(株)
(株)山武

山口朝日放送(株)
山口県山口市

60 ヤマサ醤油(株)
本社
千葉県銚子市

61
郵便事業(株)
三菱UFJリース(株)
日本ファシリティ・ソリューション(株)

郵便事業(株)　新宿支店
東京都新宿区　他4店舗

62 ユニバーサル製缶(株)　富士小山工場 静岡県駿東郡小山町

63
(株)横浜八景島
東京センチュリーリース(株)

横浜･八景島シーパラダイス
横浜市金沢区

64 (株)吉年 大阪府河内長野市

65 利昌工業(株)
湖南工場
滋賀県湖南市　他1工場

66 ルネサスエレクトロニクス(株)　高知事業所 高知県香南市

67 (株)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

68 レンゴー(株)
小山工場
栃木県小山市　他2工場

69 レンゴー(株)　千葉工場 千葉県佐倉市

第4期目標保有参加者タイプB（五十音順）

事業者名
対象工場・事業場名

及びその所在地

1 (株)エコペーパーＪＰ 愛知県尾張旭市

2 コクヨ(株)
大阪本社
大阪市　他1事業場

3 ジャパンメタル(株) 群馬県太田市

4 新日本農産(株)
水沢事業所
岩手県奥州市　他3工場

5 大和ハウス工業(株)　九州工場 福岡県鞍手郡鞍手町

6 大和ハウス工業(株)　奈良工場 奈良県奈良市

7 豊洲エネルギーサービス(株) 東京都江東区

8 日東紡績(株)　福島工場 福島県福島市

9 日本電気硝子(株)　精密ガラス加工センター 滋賀県草津市

10 (株)ノザワ　埼玉工場 埼玉県比企郡吉見町

11
富士レビオ(株)　八王子事業所
戸田建設(株)

富士レビオ(株)　八王子事業所
東京都八王子市

※他１社（公表を希望せず）


