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「石狩から北海道各地へ」

～若者の活動が未来につながる カーボン・オフセット～

実施概要

事業名称
「石狩から北海道各地へ」 ～若者の活動が未来

につながる カーボン・オフセット～
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 自己の活動をオフセット クレジットの調達地域 北海道石狩市

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 イベントチラシ、オリジナルグッズ、HP等 無効化 平成25年12月（予定）

問合せ先：特定非営利活動法人ezorock 担当：草野、大熊 011-562-0081
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

北海道各地の地域課題の取り組みに”青年層”の
参加が圧倒的に少ないことに注目し、10～20代を主
体とするプロジェクトチームの立ち上げから現場での
活動の実施まで総合的なコーディネートを展開し、こ
れらの活動を多様な世代との協働で実施することで
、次世代につながる社会づくりを目指しています。

具体的には、「野外音楽フェスティバルにおける環境
対策活動」や「サイクルシェアサービスの運営」、「国
立公園における自然保護活動」等北海道をフィール
ドに多岐に渡っており、これらの活動を行うための、
北海道内のスタッフやボランティアの車移動により発
生するCO2をオフセットし、未来につながる選択の１
つとしてのカーボン・オフセットを自ら実施することに
よって普及啓発していきます。



小学生のカーリングクラブ活動をカーボン・オフセット！
地域のクラブ活動から地球環境に貢献します。

特定非営利活動法人シーズケーツーが運営し、国民
的アイドルＡＫＢ４８の片山陽加さんがメンバーとして
参画するカーリングクラブ「はーちゃんズキッズ」の活参画するカ リングクラ は ちゃ キッ 」の活
動を対象に、クラブ活動会場のカーリングスタジアム
における年間の、電気・水道使用及び移動にかかる
CO2排出量をオフセットします。

オフセットには本クラブが在る、北海道内の森の間伐
等による持続可能な森林経営により創出されたJ-
VERを活用し、オフセットの取り組みとともに北海道の
子ども達が健やかに育つ豊かな自然環境の保全に貢健 育 然環境 保 貢
献します。

実施概要

事業名称
小学生のカーリングクラブ活動をカーボン・オフセット！

カーリングクラブ活動に伴い発生する年間のCO2排出量をオフセット

クレジットの

プロジェクト名
石狩市市有林間伐促進プロジェクト

カ リングクラブ活動に伴い発生する年間のCO2排出量をオフセット

オフセットの分類 自己活動のオフセット
クレジットの

創出事業者名
北海道石狩市

実施期間 平成26年2月～平成27年1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 自社ペーパーユメスポキッズ、チラシ、フェースブック、HP等 無効化 平成27年3月（予定）

問合せ先： 特定非営利活動法人 シーズケーツー 担当：吉田、板井 011-640-6000
マイクライメイトジャパン株式会社 担当：叶 03-6228-3616



みんなで食べよう！！からだと地球に優しい北の大地のカーボン・オフセットたまねぎ

「環」と「真白」のおくりもの

実施概要

事業名称 北の大地のカーボン・オフセットたまねぎ 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 北海道津別町

実施期間 平成26年8月～平成27年5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 販売ポップ、チラシ、ホームページ等 無効化 平成27年7月（予定）

問合せ先：きたみらい農業協同組合 販売企画部 組織振興東グループ部 担当：安藤、関 0157-32-8794
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

北見市玉葱振興会特別栽培部会、北見市こだ
わり野菜部会 真白栽培グループによる、減農
薬・木炭土壌改良材使用により栽培された、各
部会がそれぞれ生産するたまねぎ「環」と「真白
」の生産過程において発生するCO2をオフセット
します。

良質でクリーンな産地形成とともにオフセットを
行い、からだと地球に優しい「北の大地のカーボ
ン・オフセットたまねぎ」として全国へ供給するこ
とでオフセットに対する認知度を高めます。

また、現在の日本の「食」において多く消費され
るたまねぎをオフセット商品として提供すること
で、オフセットの普及に貢献します。

環（めぐる） 真白（ましろ）



札幌国際芸術祭2014のカーボン・オフセット 創造都市さっぽろ・
国際芸術祭実行委員会

北海道札幌市で2014年7月19日～9月28日に開催され
る「札幌国際芸術祭2014」をカーボン・オフセット。

国際芸術祭実行委員会

「都市と自然」をテーマに歴史文化・風土、都市機能、地
域経済や産業、暮らし方をアートの視点で見つめ直すこ
とで都市と自然との共生のあり方を問う、従来の展覧会
の枠組みを超えた新しい形の芸術祭になります。

メイン会場となる北海道立近代美術館、札幌芸術の森
美術館における開催期間中のエネルギー使用、及び運
営主催者の移動にかかるCO2排出量を北海道産のオフ
セット・クレジット（J‐VER）を活用してオフセットし、北海道

の森林保全などに貢献するとともに、地球温暖化対策と
してのCO2削減を世界中に発信、推進していきます。

実施概要

事業名称 札幌国際芸術祭2014のカーボン・オフセット 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 クレジットの調達地域 北海道各地等（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 ポスター、リーフレット、HP等 無効化 平成27年5月（予定）

問合せ先：創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行委員会 担当：宮岡、戸田 011-211-2314

マイクライメイトジャパン株式会社 担当：平野 03-6228-3616



申請事業者：有限会社峰浜培養

～秋田県八峰町産シイタケ「八峰美人」のカーボン・オフセット～

規格外で販売が困難であったシイタケを「八峰美人」としてブランド化し、カーボン・オフセット制度によって価値を高
める取組です。地域内で発行されたJ-VER「白神山麓・八峰町有林J-VERプロジェクト」を活用することにより、農業と
林業の密接な連携を促し、「地域の活性化」と「地域の温暖化対策」が同時に成り立つモデルの構築を目指します。

オフセットの分類 自己活動オフセット支援 クレジットの種類 白神山麓・八峰町有林J-VERプロジェクト

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

クレジット調達量 5t-CO2（予定）

実施期間 2013年11月（予定）～ 無効化時期 2014年11月予定（オフセット予定認証）

プロバイダー 三菱ＵＦＪリース株式会社 情報公開 ポスター・パンフレット・ステッカー

規格外であるが故に、お金を払って捨てていた未利用農作物に
クレジットを付加することで環境価値を高め、市場に流通させることに
よって地域経済の活性化に繋げます。

世界遺産にも登録されている白神山麓のバッファーゾーンに隣接し、
白神山系山麓部の環境保全に重要な役割を果たしている森林から
創出されたクレジットを活用することで、地域の温暖化対策に繋げます。

八峰町から生み出されたクレジット
（森の想い）

未利用資源の有効活用
（農家の想い）

連絡先：有限会社峰浜培養 高橋
ＴＥＬ:0185-70-3100

minehamabaiyo@shirakami.or.jp



第25回諏訪湖マラソンのカーボン・オフセット

実施内容：2013年10月27日（日）開催 第25回諏訪湖マラソンにおける自家発電機・フォークリフトの

燃料使用や運営者の移動にともなうCO2排出量を大会実行委員会が把握しカーボン・オフ

セ トするセットする。

オフセット対象：

イベント運営者（約1000人）の会場ステ ジ イベント運営者（約1000人）の
移動にともなう排出量

会場ステージの電力をまかなう自家発
電機およびフォークリフトの燃料使用に
にともなう排出量

会場ステージ

にともなう排出量

地元長野県の
J-VERプロジェクトを
使ってオフセット

大会実行委員会がCO2排出量を集計し 長野県J-VERクレジットで使って埋め合わせ

写真出典： 諏訪湖マラソン HPより

大会実行委員会がCO2排出量を集計し、長野県J VERクレジットで使って埋め合わせ

申請事業者：株式会社長野日報社
問い合わせ先：株式会社長野日報社 TEL：0266-53-2000（イベントに関して） 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）



コニカミノルタ株式会社

事業概要紹介

プラネタリウム“天空”in 東京スカイツリータウン®、およびプラネタリウム“満天”in 池袋
サンシャインシティ において、プラネタリウム事業を運営(*)

① プラネタリウム施設の電力使用によりCO2を排出
② ご来場者様の移動・観賞によりCO2を排出

カーボンフリーコンサルティング
株式会社

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

①施設の電力使用に係る
CO2排出量

②ご来場者様の移動・観
賞に係るCO2排出量

プラネタリウム“天空” 年間 57 t-CO2 年間 616 t-CO2

プラネタリウム“満天“ 年間 47 t-CO2 年間 397 t-CO2

被災地県産J-VER
及びCERにより

オフセット

CO2排出量を最小限にしたプラネタリウム事業運営の実践
（森林保全と被災地支援につながるプラネタリウム観賞をお客様へ提供）

被災地から当該プラネタリウム観賞へと交流を深める取組をはじめ
J-VER産地の発展へ寄与することも視野に含めた活動へ展開

●お問合せ先：
コニカミノルタ株式会社
社会環境統括部
〒191-8511
東京都日野市さくら町１番地
TEL：042-589-3005（FAX：8071）
E-mail：eco-support@konicaminolta.jp

*プラネタリウム“天空”および“満天”は、コニカミノルタプラネタリウム株式会社が直営施設として運営しています。



申請事業者 東芝テック株式会社

カーボンオフセッ
トの分類

商品・サービスの販売を通じたオフ
セット

取り組み概要

株式会社東芝テックの「用紙を再利用
できる複合機システム」（Loops）は、

紙の再利用により、通常の複合機のラ
イフサイクルで排出されているCO2と
比べて、約50％のCO2排出量を削減

できる。削減することができない残りの
CO2排出量を、本製品の開発・設計を
行っている静岡県のJ-クレジット等を

活用してカーボン・オフセットを行い、
「カーボン・オフセット複合機」として販
売する。これにより、全国のオフィスの
温暖化対策の取組と、地方の温暖化
対策の取組を結びつける。

オフセット対象
オフセット対象製品１台あたりのライフ
サイクルCO2をオフセット

情報公開方法
製品のパンフレット、WEBサイトなどで
公開予定

クレジットの種類
静岡県地域で創出されたJ-クレジット
またはJ-VER

カーボンオフセッ
トプロバイダー

株式会社リサイクルワン

本製品の導入による全国の
オフィスにおけるCO2削減の取組

静岡県地域における
CO2削減の取組み

カーボン・オフセットを、
全国のオフィスと地域の
温暖化対策を結びつける
ツールとして活用

カーボン・オフセット クレジット創出

＋

全国のオフィスと地方の温暖化対策の取組を結び付ける、
「用紙を再利用できる複合機システム」のカーボン・オフセット

削減できない部分を
静岡県のクレジットで
オフセット



お問い合わせ先； 三信化工(株) 営業本部 海老原誠治
０９０－４９４３－５９５９
s-ebihara@sanshin-kako.co.jp

※かばボン；
「かば」と「カーボン」をひっかけ、子どもにも分りやすく「CO2の見える化」を説明するためのキャラク ターです。

事業概要紹介
環境教育・食育 普及活動における、教材のカーボン・オフセットプロジェクト

環境教育・食育 活動

資源と環境の教育を考える会

「エコが見える学校」

クレジット調達・

日本国口座への

無効化処理

（カーボン・オフセット
プロバイダー；

イトーキ)

「認証ラベルが掲載されているオ
フセット説明書」の配布と環境教
育

参加者配布 教材
かばボン マグカップ

環境負荷の

「見える化」



「やまなし森の紙」
“地域と地球を元気にするカーボン・オフセットオプション”

実施概要

事業名称
「やまなし森の紙」 “地域と地球を元気にする

カーボン・オフセットオプション”
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 自己活動オフセット支援型のオフセット 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 ラベルシール、パンフレット、HP等 無効化 平成27年5月（予定）

問合せ先：やまなし森の紙推進協議会事務局 担当：藤川、藤原 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

国際的機関「Forest Stewardship Councilr®（森
林管理協議会）」により、環境に配慮し適切な森林
管理を行っていることを認証された、山梨県有林
から生産される木材を原料の一部として使用した
「やまなし森の紙」シリーズのコピー用紙と印刷用
紙について、希望者に対しCO2排出量をオフセッ
トする、カーボン・オフセットオプションサービスを
提供します。

オフセットにはやまなし県有林活用温暖化対策
プロジェクトにより創出されたJ-VERを活用して、
森林管理から商品販売までの総合的かつ適切な
国産材利用を推進することで、日本の森林保全と
林業復興による、“地域と地球を元気にするカー
ボン・オフセット”に取り組んでいきます。



ホームゲーム来場者数に応じた
カターレ富山2014シーズン全移動分のカーボン・オフセット

プロサッカークラブ「カターレ富山」の2014シーズンにおける
クラブ活動にかかる国内各地への移動に係るCO2排出量を
対象にホームゲーム来場者数に応じて カーボン・オフセット
する年間キャンペーンを展開いたします。

■対象
「カターレ富山」2014シーズン中の日本各地への移動

■カーボン・オフセット方法
ホームゲーム来場者数×1kg‐CO2相当のホ ムゲ ム来場者数×1kg‐CO2相当の
富山県産J‐VERを活用

一人でも多くのサポーターがホームゲームに来場し、観戦
することで、環境保全への貢献及び、試合で戦う選手への
応援を目に見える形で届けていきます。

来場者数に応じたオフセット量が、クラブ活動の全移動に
かかるCO2排出量を超えた場合も、超過分は全てオフセット
されるため サポーターを巻き込んだ環境貢献が可能です

実施概要

事業名称
ホームゲーム来場者数に応じたカターレ富山

2014シ ズン全移動分のカ ボン オフセ ト

クレジットの
プロジェクト名

富山県の富山市エコタウン内における
アイザックエネルギーセンターによる

されるため、サポーターを巻き込んだ環境貢献が可能です。

2014シーズン全移動分のカーボン・オフセット プロジェクト名
廃棄物発電を用いた温室効果ガス排出削減事業

オフセットの分類 会議・イベント開催のオフセット
クレジットの

創出事業者名
株式会社アイザック

実施期間 平成26年1月～平成26年12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 スタジアム大型ビジョン、HP等 オフセット量・無効化時期 84t‐CO2（予定）・平成26年3月（予定）

問合せ先： 株式会社カターレ富山 担当：瀬島 076-461-5200
マイクライメイトジャパン株式会社 担当：平野 03-6228-3616



岐阜県の特産品「明宝ハム」10万本を 地元岐阜県産Ｊ ＶＥＲを活用したカ ボンオフセ ト岐阜県の特産品「明宝ハム」10万本を、地元岐阜県産Ｊ－ＶＥＲを活用したカーボンオフセット

岐阜県の特産品「明宝ハム」の製造時に掛かる使用電力量のＣＯ２を地元岐阜県産Ｊ－
ＶＥＲを使ってカ ボン オフセット致します 豊かな自然で育んだ岐阜県の特産品「明宝ＶＥＲを使ってカーボン・オフセット致します。豊かな自然で育んだ岐阜県の特産品「明宝
ハム」を通して、岐阜県産Ｊ－ＶＥＲの普及が岐阜県内・県外に広がるよう、取り組みたい
と考えております。

【ＰＲその1】
自社ホームページでの広報
1日2000アクセスのある自社サイト

で 地元岐阜県産Ｊ ＶＥＲを活用しで、地元岐阜県産Ｊ－ＶＥＲを活用し
たカーボン・オフセット付き明宝ハム
の紹介。
http://www.meihoham.co.jp

【商品名】明宝ハム

【ＰＲその2】
販売店でのＰＲ
岐阜県内外の販売店約200

【価格】1,030円（税込）
【内容量】400g（1本）
【オフセット対象】製造時の電力使用量。
【オフセット数量/1本当たり】241ｇ‐co2
【オフセットハム販売数量】10万本 岐阜県内外の販売店約200

箇所でカーボン・オフセットの
取り組みのパンフレット配布。
主な販売先
コンビニ、百貨店

【オフセットハム販売数量】10万本
昭和28年の製造以来、豚のもも肉だけ

を使用し食品添加物の使用も極力ひか
えたハムです。

ンビ 、百貨店
サービスエリア、道の駅等

申請者：明宝特産物加工株式会社
問合せ先:明宝特産物加工株式会社TEL：0575‐87‐2454（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）



愛知県立南陽高等学校NanyoCompany部 Ｊ－ＶＥＲを活用したカーボンオフセット活動

愛知県立南陽高等学校NanyoCompany部の主力販売商品である珈琲と、カーボン・オフ
セットをわかりやすく伝えるパンフレットとシール、そしてエコバッグの製造時に掛かるCO2
を木曽川の下流地域の本校が、木曽川の上流地域のＪ－ＶＥＲを使ってカーボン・オフ
セット致します。高校生が取り組むカーボン・オフセット活動を行います。

【講演会 イベント】【講演会 イベント】

勉強会や講演会、また娯楽を兼ね
たイベント等でカーボン・オフセット
の説明やＰＲを行います。
【主な講演 イベント先の実績】

【オフセット対象】

★珈琲 フェアトレード付き商品 【主な講演・イベント先の実績】
私鉄鉄道会社の企画イベント
地域連携発表会等

★珈琲 フェアトレ ド付き商品
販売数：約200個

★エコバック オフセットロゴ入り
販売数：約500個

【販売・出店】
カーボン・オフセット付き商品の
販売で、環境配慮の取り組みの
周知を行います

販売数：約500個

★パンフレット オフセット説明
配布数：約10,000部

周知を行います。
【主な販売先の実績】
・大手百貨店
・地域祭り会場
・ＮＰＯ主催イベント等

★シール 認証マーク付きシール
配布数：約3,000枚

・ＮＰＯ主催イベント等

申請者：愛知県立南陽高等学校
問合せ先：愛知県立南陽高等学校TEL：052‐301‐1973（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）



しいたけ製造に係るカーボン・オフセット ～愛知県産 環境にやさしい しいたけ 活性化事業～

小売店・購入者富山市カーボン・オフ
セット運営協議会

かすがい椎茸
(しいたけ生産者)

富山市と森林組合による間伐促進
型森づくり事業 ～「森のチカラ」

富山プロジェクト

オフセットされた
商品販売J-VER販売

J-VER購入 商品購入商品購入
+農業・環境
支援森林保全とともに、しいたけ

原木ほだ木を育成

地球温暖化防止＋しいたけ原木のほだ木を含む森林保全に寄与

～お問合せ先～
〒487-0004 愛知県春日井市玉野町22-1 有限会社かすがい椎茸
TEL&ＦＡＸ：0568-51-9600 E-mail：kasugai-shitake@if-n.ne.jp




