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実施概要

事業名称
グリーン・スクール2014
-北海道の大自然を舞台に、カーボン・オフセットを体験- クレジットの種類 オフセット・クレジット（J-VER）（予定）

オフセットの分類
会議・イベント開催のオフセット、自己活動オフ
セット支援型のオフセット

クレジット内容
「三井物産の森」北海道 間伐促進吸収プロジェクト
（予定）

実施期間 平成26年3月～平成27年2月（予定） 担当プロバイダー マイクライメイトジャパン株式会社

情報公開 北海道新聞内広告、HP等 無効化 平成27年5月（予定）まで

問合せ先： 北海道エコ・アクション事務局 担当：松久 011-210-6021
マイクライメイトジャパン株式会社 担当：平野 03-6228-3616

北海道エコ・アクション事務局が主催する北
海道内の小学生を対象とする宿泊型環境教
育体験プログラム「グリーン・スクール2014」
（2014年8月実施予定）におけるプログラム
会場へのバス移動、主催者・参加者の日常
生活、会場の使用や宿泊に係るCO2排出量
を対象に北海道内のJ-VERを活用してカーボ
ン・オフセットを実施いたします。

当該プログラムをカーボン・オフセットするこ
とを通して、参加する小学生がオフセットの
仕組みを自分達で体感し、楽しみながら学ん
でいただくことができます。

グリーン・スクール2014
-北海道の大自然を舞台に、カーボン・オフセットを体験- 北海道エコ・アクション事務局



こども環境情報新聞エコチル☆カーボン・オフセット計画発動！

実施概要

事業名称 こども環境情報新聞エコチル☆カーボン・オフセット計画発動！ クレジットの種類 オフセット・クレジット（J-VER）

オフセットの分類 商品・サービスの販売を通じたオフセット クレジットの調達地域 山梨県

実施期間 平成26年4月～平成27年3月（予定） 担当プロバイダー マイクライメイトジャパン株式会社

情報公開 こども環境情報新聞エコチル、HP等 無効化 平成27年5月（予定）

問合せ先：株式会社アドバコム 担当：甲州 03-6759-5848
マイクライメイトジャパン株式会社 担当：伊東 03-6228-3616

事業概要

地球環境問題解決への貢献を目的とした“環境コミュ
ニティ”において発行する「こども環境情報新聞エコチ
ル 東京版」は、次世代を担うこども達への環境教育の
必要性に重点を置いたタブロイド版情報新聞であり、
小学校で先生から生徒へ直接配布され、授業で記事
が参考に取り上げられたり、自宅へ持ち帰り親子で分
かりやすくそして楽しみながら、環境について学んだり
と家庭内コミュニケーションツールとしても利用されて
います。

本紙の印刷に係り排出されるCO2を実際にカーボン・
オフセットし、本紙で地球温暖化とその解決方法のカー
ボン・オフセットについての特集を掲載することで、次
世代を担うこども達そしてこども達を通してご両親へ、
オフセットについて知って、学んで、実践いただき、オフ
セットの社会的な拡がりを促進します。



カーボン・オフセット環境新聞

実施概要

事業名称 カーボン・オフセット環境新聞 クレジットの種類 オフセット・クレジット（J-VER）

オフセットの分類 商品・サービス販売を通じたオフセット クレジットの調達地域 富山県

実施期間 平成26年4月～平成27年3月（予定） 担当プロバイダー マイクライメイトジャパン株式会社

情報公開 環境新聞、セミナー、HP等 無効化 平成27年5月（予定）

問合せ先：株式会社環境新聞社 担当：小川 055-288-8313
マイクライメイトジャパン株式会社 担当：伊東 03-6228-3616

事業概要

株式会社環境新聞社が発行する、環境・エネ
ルギー分野の専門紙環境新聞において、本紙
の製造工程で発生するCO2をカーボン・オフセッ
トし、「カーボン・オフセット環境新聞」として本紙
購読者様の企業、省庁、自治体、団体、機関、
個人の方々へオフセットの取組を発信します。

自らオフセットモデルとなることで、多様な方々
へオフセットの普及啓発を行い日本のオフセット
の取組の増進を図り、グリーン経済の成長によ
る持続可能な社会の構築を目指します。



高校生環境サミット

東京都立
つばさ総合高等学校

イトーキ
（オフセットプロバイダー）

会期当日の施設利用
電気、ガス、水道

CO2

□被災地復興支援
□森林保全
□絶滅危惧種を守る
□水源を守る

カーボン・オフセット

クレジット

来場者投票

調達

クレジット
費用

クレジット費用

オフセットクレジットの提供
算定・認証取得支援

生徒が・・・仕組み勉強、計算、
クレジット選択
内外への取組み広報

LCT・LCAを用いた環境教育促進団体
elsa

プリプレス・センター

オフセット
企画支援
オフセット
企画支援

オフセット
広報支援
オフセット
広報支援

主催者主催者

問合せ先：東京都立つばさ総合高等学校 教諭 荘司孝志
03-5737-0151（代表）※企画内容は計画中であり、一部変更になる場合もございます。



環境負荷低減への自助努力
来場者への環境への取組みをアピール

劇場ならではのイベント開催

座・高円寺
杉並区芸術会館

高円寺銀座商店会
協同組合

来場者数に応じ
カーボン・オフセットを実施

高円寺 地域全体

オフセットクレジットの提供
J-クレジット【地産地消】

街灯のLED化による環境負荷低減
商店街イベントなどで環境負荷への取組みをアピール

商店街発行物でのＰＲ

来場者

商店街への回遊全国各地から

カーボン
バンク㈱

カーボン・オフセット認証ラベル取得
オフセットクレジット無効化
オフセットプロバイダ業務

支援業務

問合せ先（実施団体） 高円寺銀座商店会協同組合 担当 吉田善博 電話03-3337-2000 Mail：y.yoshida@kouenji.or.jp
（プロバイダー） カーボンバンク株式会社 担当 中村豪 電話047-420-7005 Mail:info@carbon-bank.co.jp



加子母森林組合の間伐材からできた、カーボン・オフセット付き、きくばりベッド桧の販売

ＰＲ先

全国の東京西川チェーンのお店で紹介

自社ホームページでの紹介

展示会・イベント等での紹介

ベッドの製造時に発生するＣＯ２を、ベッドの材料の産地であ
る加子母森林組合のＪ－ＶＥＲを使いオフセットします。

加子母森林組合の間伐材と加子母森林組合のＪ－ＶＥＲを使
い環境付加価値を高め、環境省・岐阜県の先進的な事例とし
て多方面での商品のＰＲを行います。

申請者：夢幸望ハヤカワ
問合せ先：夢幸望ハヤカワTEL：0574-26-2280（取り組みに関して） 株式会社ウェイストボックスTEL：052-265-5902（カーボン・オフセットに関して）

きくばりベッド桧は、「夢幸望ハヤカワ」と「加子母森林組
合」の共同開発した商品です。



清流の国ぎふJ-VER～信長クレジット～でカーボン・オフセット

織田信長ゆかりの地
岐阜県

岐阜県産J-VERで
カーボン・オフセット×

実施内容：株式会社コミュニティネットが製造する商品である織田信長のクリアファイル2種、手帳1
種、双六3種の製造に伴うCO2排出量を、販売事業者が把握しカーボン・オフセットする。

製造に伴うCO2
排出量

画像出典：(株)コミュニティネットHPより

オフセット対象：

織田信長のクリア
ファイル2種類（各
1000枚程）手帳1種
（約4000個）双六3
種（各2000個程）
の製造にともなう排
出量

販売事業者がCO2排出量を集計し、岐阜県産J-VERクレジットを使って埋め合わせ

CO2

岐阜県の森林による削減・吸収プロジェクト

クレジット
織田信長ゆかりの地

岐阜県

カーボン・オフセット

古くから残る豊かな自然を守ろう！

申請事業者：株式会社コミュニティネット 問い合せ先：株式会社コミュニティネット 担当：冨永一成 TEL:052-203-8570（製品に関して）
株式会社ウェイストボックス 担当：首藤未里果 TEL:052-265-5902（ｶｰﾎﾞﾝ･ｵﾌｾｯﾄに関して)



大台町 森と水を守る！

「森の番人」のカーボン・オフセットプロジェクト

実施内容：宮川の水「森の番人」（ペットボトル）の製造にともなうCO2排出量を、有限会社森と水を守る会が集計し、

地元大台町のＪ－ＶＥＲを使ってカーボン・オフセットする。

さらにカーボン・オフセットや大台町のＪ－ＶＥＲの取り組みについて道の駅でＰＲすることで、全国の宮

川の水ファンだけでなく、地元の人々にもカーボン・オフセットの普及啓発をする。

写真出典： 有限会社森と水も守る会、道の駅奥伊勢おおだい HPより

三重県大台町のJ-VER
を使ってオフセット

大台町 カーボン・オフセット プロジェクト

店頭ＰＯＰ、配送時のミニカード、ＷＥＢサイトなどで
全国の宮川の水ファンおよび地元の人々にカーボン・オフセットをＰＲ

有限会社森と水を守る会の 「森の番人」
道の駅奥伊勢おおだい

カーボン・オフセット、大台町
Ｊ－ＶＥＲについてミニカード、

道の駅などでＰＲ

製造における燃料・電気使用に
ともなうＣＯ２排出量の一部
（年間約30万本分予定）

申請事業者：有限会社 森と水を守る会
問い合わせ先：有限会社 森と水を守る会 TEL：0598-77-2819（商品に関して） 株式会社ウェイストボックス TEL：052-265-5902（カーボン・オフセットに関して）



長崎県日本伝統建築を支える森と100年住宅のカーボン・オフセット

対馬産J-VERで建設時CO2排出オフセット

長崎県日本伝統建築を支える森 J-VERを
購入者へ5.06t-CO2完成時引渡

J-VERプロジェクト

J-VERプロジェクト

地域こだわり材の供給

ヤベホームの森

家庭生活1年間CO2排出量
5.06t-CO2をオフセット済

CO2

CO2

建築現場
※御案内

J-VERクレジット
5.06ｔ（無効化済）
付住宅販売
19棟販売予定

オフセットの分類 自己活動オフセット支援 実施期間 2014年11月（予定）から１年間

オフセット対象 商品を購入した消費者の日常生活から排出されるＣＯ２のオフセット 無効化時期 2014年5月（予定）

クレジットの種類 長崎県日本伝統建築を支える森のCO2吸収事業 プロバイダー 三菱ＵＦＪリース株式会社

クレジット調達量 100t-CO2（予定） 情報公開 パンフレット・WEBなど

連絡先 ヤベホーム株式会社 総務係長山下めぐみ TEL: 0957-25-3188 Mail： info@yabehome.jp



小売店・購入者・ 
観光客 

檜垣産業株式会社
檜垣産業㈱社有林 
J-VERプロジェクト 

（鹿児島県薩摩川内市藤川地区）  

『第3回 年末だよ！ 

天文館全員集合 

～スマイル３DAYS～』 

オフセット付市電の 
利用と抽選当選で 
オフセット付商品券 

J-VER販売 

J-VER購入 
商品購入や 
市電移動 
    + 
天文館の活性化・
環境支援 

鹿児島県の森林のさらなる
健全化に貢献と地産地消が
はかられる。 

地球温暖化防止＋鹿児島の森林健全化・保全に寄与 

『第3回 年末だよ！天文館全員集合～スマイル３DAYS～』  鹿児島県地産地消カーボン・オフセット事業 

カーボン・オフセット手続きを依頼 
認証ラベル申請 
クレジット調達、無効化 

カーボンフリーコンサルティング
株式会社 

～問合せ先～ 
 We Love天文館協議会   TEL099-210-7133  担当 久保 
           



沖縄・島嶼地域カーボン・オフセット推進ネットワーク

観光客

(200 万人)

monobox

情報提供

（地産の食事

・観光・

オフセット）

協力史跡(世界遺産)

ホテル・店舗（約30）

世界遺産勝連城跡

沖縄・島嶼地域

カーボン・オフセット

推進ネットワーク

地元のおすすめ

の場所を

紹介した雑誌

「みちくさうるま」

提供・広報・掲示

依頼（10,000部）

オフセット

のアドバイス

対島市
J-VER

展示

＜問い合わせ先＞

みちくさうるま ： monobox株式会社 河野 098-989-3262

オフセット関連 ： 沖縄・島嶼地域カーボン・オフセット推進ネットワーク(沖縄県環境科学センター内) 古家 迫田 098-875-1941

カーボンフリーコンサルティング株式会社

全国で開催されるまちづくり情報誌の展示会

「my home town わたしのマチオモイ帖」

沖縄県うるま市の観光情報誌「みちくさうるま」のカーボン・オフセット


