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【小樽ゆき物語 第2章 Otaru Snow Story】
(65日間開催)のカーボン・オフセット

実施概要

事業名称
【小樽ゆき物語 第２章 Otaru Snow Story】(65日間開催)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）

オフセットの分類 イベントオフセット クレジットの調達地域 北海道

イベント開催期間
認証期間

平成26年11月15日（土）〜平成27年1月18日（日）
平成26年10月～平成27年9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、チラシ、WEBサイト 無効化 平成27年1月（予定）

問合せ先：一般社団法人小樽観光協会 担当：永岡 0134-33-2510
マイクライメイトジャパン株式会社 担当：南 03-6228-3616

事業概要

平成26年11月15日（土）〜平成27年1月18日（日）の65
日間にわたり小樽にて開催する冬のイベントである【小樽
ゆき物語 第２章 Otaru Snow Story】のメイン会場である「
運河プラザ」の電気使用及びスタッフ等の移動に伴って発
生するCO2をカーボン・オフセットします。

開催期間中に「運河プラザ」を訪れる来訪客数は約4
万人にのぼります。この観光客や地元小樽市民などに向
けて、カーボン・オフセットしているイベントであることをPR
します。

クレジットは北海道内にて創出されたJ-VERを活用、地
元への貢献を謳い、イベントの付加価値向上とカーボン・
オフセットの認知拡大を狙います。



りんごのお菓子で日本一を目指す「ほんだ」の看板商品
「林檎ロマン」のカーボン・オフセット

実施概要

事業名称
りんごのお菓子で日本一を目指す「ほんだ」の看板商品

「林檎ロマン」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）、CER

オフセットの分類 商品・サービスオフセット クレジットの調達地域 北海道、ブラジル

実施期間 平成27年1月～平成27年12月 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、WEBサイト、情報誌(発行：ほんだ） 無効化 平成27年2月（予定）

問合せ先：有限会社ほんだ菓子司 担当：専務取締役 本田 0125-52-6321
マイクライメイトジャパン株式会社 担当：南 03-6228-3616

事業概要

りんごのお菓子で日本一を目指す「ほんだ」が製造し、
北海道内の直営6店舗*とオンラインショップ等を通じて販
売する「林檎ロマン」をカーボン・オフセットします。
「林檎ロマン」はできる限り添加物を使用せずに素材の

味を活かしているシンプルなお菓子です。
「林檎ロマン」の原材料調達や生産等に伴って排出され
るCO2を北海道の森林吸収系クレジット等を用いて埋め
合わせます。

気候変動は食料の収穫量やその品質などに大きな影
響を与え、その被害は価格の高騰や味にも影響を及ぼし
ます。「ほんだ」は今後もおいしいお菓子を提供し続ける
ためにもCO2の削減への継続的な取組が必要であると
位置づけカーボン・オフセットに取り組みます。

*平成26年8月時点



だいしグリーンATMオフセットプロジェクト

第四銀行のATMの消費電力から排出されるCO2をカーボン・
オフセットする取組。オフセットについてはオフセット・プ
ロバイダーであるイトーキが実施する。

事業概要

オフセット対象
ATMの1年間の稼動に伴う消費電力
から排出されるCO2をオフセット

CO2

カーボン･オフセット

間接的に新潟県の
CO2削減と森林保全に貢献

新潟県のクレジット

取組に関する問合せ オフセットに関する問合せ

第四銀行

営業統括部

担当:佐藤 順 025-229-8180

株式会社イトーキ

Ecoソリューション企画推進部

03-6228-6375

ＡＴＭの利用



栃木県宇都宮市オリオン通り「サンセットINマルシェ」のカーボン・オフセット
「サンセットマルシェINオリオン」実行委員会、宇都宮街づくり大学、オリオン通り曲師商業協同組合、宇都宮オリ
オン通り商店街振興組合、イオンアグリ創造株式会社宇都宮農場、宇都宮大学等が協同した取組。

≪カーボン・オフセットに関する問い合わせ先≫ カーボンフリーコンサルティング株式会社 0800-222-3401(フリーダイヤル)

サンセットマルシェINオリオンにおける開催会場使用のエネルギー、開催主体・開催事務局の移動に係るエネルギー、特定参加者の
移動に係るCO2排出量をオフセット。宇都宮市内、駅、市内の大学数校において、ポスター、チラシ、のぼりなどで取組をPR。

※図は2013年のもの illustration by 牛丸美穂



「アースデイin 桐生 2015のカーボン・オフセット」

実施概要

事業名称 「アースデイin 桐生 2015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）

オフセットの分類 イベントオフセット クレジットの調達地域 山梨県

実施期間 平成27年4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 パンフレット、Webサイト、新聞 無効化 平成27年6月（予定）

問合せ先：アースデイin桐生実行委員会 担当：石島 070-6521-6950

マイクライメイトジャパン株式会社 担当：山口 03-6228-3616

事業概要

2015年4月に開催予定の 「アースデイin桐生2015」において、会場で
ある群馬大学桐生キャンパスの使用電力、主催者・出展者の自家用車
を用いた移動、来場者のバス移動に係るCO2排出量を対象にカーボン
・オフセットを実施いたします。

カーボン・オフセットの実施に当たり、アースデイ桐生実行委員会が、
山梨県で創出された森林吸収系J-VERを活用します。参加者である地
元の人々、特にメインの来場者である家族や子供たちを巻き込んだカ
ーボン・オフセットを実現するとともに、若い世代への地球温暖化防止
に向けた新たな教育を実施します。

また、当イベントには地元の有機農家、環境NPOのほか、電気自動車
やソーラークッカーを開発している環境貢献技術を持った地元企業など
70以上の団体が出展しています。こうした出展者にもカーボン・オフセッ
トに参加し、学んでいただくことにより、地域のカーボン・オフセットへの
取組が普及・啓発されるよう、取組を進めていきます。



倉庫内の電力
（照明・動力）

倉庫業

ＣＯ２

オフセット
証明書

発 注
・

業務委託

貨物自動車
運送事業

荷 主

輸配送のトラック

（荷主のお客様や店舗等）

Minamoto Logistics Co.,Ltd.埼玉の倉庫、貨物自動車運送事業を対象としたカーボン・オフセット

ミナモト倉庫株式会社は埼玉を中心に倉庫業と貨物自動車運送事業を展開しています。当社ではこれらの事業に
おいて排出されるＣＯ２のカーボン・オフセットを行います。この取組を行うことで、荷主様にも「環境を考慮
したロジスティクス」への選択・転換が図られることによって安心感と社会貢献度の高い物流を提供できると考
えます。さらに、地元のトラック協会等の関係団体と協調してカーボン・オフセットの普及啓発に努めていきま
す。

問合せ先：ミナモト倉庫株式会社 担当：押田 TEL:048-296-3568
カーボンバンク株式会社 担当：和田 TEL:047-420-7005

埼玉県内の
Ｊ－クレジットで
オフセット



「拡げよう！CO2削減の環～レジ袋のCO2をオフセットします～」

実施概要

事業名称 「拡げよう！CO2削減の環～レジ袋のCO2をオフセットします～」 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・サービスオフセット クレジットの調達地域 岩手県、福島県

実施期間 平成26年10月～平成26年12月 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、チラシ 無効化 平成26年10月（予定）

問合せ先：株式会社マルエツ 担当：黒田、吉野 03-3590-1210
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

首都圏でスーパーマーケットを展開するマルエツは、全
274店舗（マルエツ、マルエツ プチ、リンコス等（2014年7
月31日現在））において、3R推進月間である10月より12
月までの3ヶ月間を対象期間として、お客様に配布するレ
ジ袋の製造の際に排出されるCO2をカーボン・オフセット
する取組、「拡げよう！CO2削減の環～レジ袋のCO2を
オフセットします～」を展開します。
マルエツは安全で安心な商品やサービスの提供ととも
に持続可能な社会の構築のため、環境保全活動や地域
の環境活動支援を積極的に展開しています。
今回の取組では、岩手県及び福島県にて創出されたJ-
VERをオフセットに使用することで被災地域の森林保全
活動及び地域活性化を応援します。
また、お客様のご協力で店頭回収されたペットボトルや
紙パック等の容器包装を、リサイクル資源として売却し、
その収益をJ-VERの購入費用として活用することにより、
マルエツとお客様が協同で実施する「お客様参加型地球
温暖化防止対策」を推進します。



(c)2009- 2014 ITOKI CORPORATION,
EcoWorkstyle.com All rights reserved.

事業概要

サービス提供

武尊建設株式会社の本社所在地で
ある神奈川県内のクレジット
（神奈川県王子製紙間伐促進

プロジェクト等）を中心にオフ
セットを実施する予定

カーボン･オフセット

武尊建設株式会社 ジオロックを用いた防草工事のカーボン・オフセット
ほ たか

自然にやさしい環境配慮型固化材
ジオロックを用いた防草工事のカーボン・オフセット
武尊建設株式会社が施工する防草工事に使用する、
環境配慮型固化材（ジオロック）から排出されるCO2並びに
使用する機械から排出されるCO2をカーボン・オフセット
プロバイダーであるイトーキがオフセットする。

武尊建設

防草工事に使用するジオロック（酸化マグネシウム）
のライフサイクルならびに施工時に使用する機械から
排出されるCO2

オフセット対象

各工事当たりのジオロック使用
量を把握し、排出量を算定、オ
フセットを実施する。

「ジオロック」の混合

ほ たか

ｶｰﾎﾞﾝ･ｵﾌｾｯﾄ ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ：株式会社イトーキ（担当中山）
TEL 03-6228-6375 / E:MAIL ECOSL@itoki.jp

問合せ先：武尊建設株式会社（内藤）
TEL046-848-8705

CO2

発注者

埋め合わせするクレジットの種類



(c)2009- 2014 ITOKI CORPORATION,
EcoWorkstyle.com All rights reserved.

事業概要

資源循環型ワックス剥離作業を含む床清掃管理のカーボン・オフセットプロジェクト

ビルメンテナンスの清掃管理において、資源循環型ワックス剥離作業を含む床清掃管理に伴い使用される水と電気、
及び排出される廃液（産業廃棄物）の焼却によって排出されるCO2を全てオフセット・クレジット（J-VER）を活
用してオフセットする取組 。オフセット・プロバイダーであるイトーキがオフセットを実施する。

オフセット対象
以下3つの床清掃方法ごとに単位当たり排出量を設定し、

実際の施工㎡に基づきその合計量をオフセットする。

①資源循環型の床ワックス管理

②剥離剤を使用する床ワックス管理

③カーペット床の清掃管理

床清掃管理業務

サービス提供

ビル管理会社及びビルオーナー

CO2

神奈川県
王子製紙間伐促進プロジェクト

カーボン･オフセット

取組に関する問合せ オフセットに関する問合せ

和光産業株式会社 株式会社イトーキ

担当:中西 044-333-7283 03-6228-6375



森の未来を守ろう！
スポーツ施設マーガレットリフレクパークをカーボン・オフセット

オフセット対象：
・マーガレットリフレクパーク施設全体の電気使用量、ガス使用量

申請者：一般社団法人 蓼科白樺高原観光協会 問合せ先：蓼科白樺高原観光協会 TEL：0267-55-6654（施設・サービスに関して）担当：中村直貴
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）

担当：丹羽貴裕 首藤未里果

【カーボン・オフセット実施内容】

長野県佐久郡にある、スポーツ施設「マーガレットリフレク
パーク」のサービス提供に伴うCO2排出量を、地元長野県産
J-VERを活用し、カーボン・オフセットします。

＜取組の概要＞

マーガレットリフレクパークは標高1530mに位置し、
平均温度１８℃、平均湿度３８％と、１年を通してスポー
ツをする環境に大変適した場所に設けられています。
このような恵まれた環境は、豊かな森林と綺麗な空気が

あってこそ成り立っています。

今回は、施設を運営するうえで必要不可欠な環境である、
「豊かな森林」「綺麗な空気」を守るための取組として、
地元長野県のＪ-ＶＥＲを使用し、カーボン・オフセット
を行います。

取組については、施設来場者へのチラシの配布等により
周知し、認証ラベルの普及を目指します。

地元長野県産の
J-VERを活用

施設管理事業者がCO2排出量を把握し、地元長野県産のクレジットでオフセット



一合枡のカーボン・オフセット～日本のヒノキと伝統を守りマス～

実施概要

事業名称 一合枡のカーボン・オフセット～日本のヒノキと伝統を守りマス～ 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・サービスオフセット クレジットの調達地域 岐阜県

実施期間 平成27年2月～平成27年4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 ウェブサイト、チラシ 無効化 平成27年7月（予定）

問合せ先：有限会社大橋量器 担当：大橋、清水 0584-78-5468
マイクライメイトジャパン株式会社 担当：藤井 03-6228-3616

事業概要

枡の原材料として自然の恵みであるヒノキを使用
する当社にとって、地球温暖化問題の解決とヒノキ
の森づくりは事業の継続のためにも必要な取組で
す。
そこで今回は、当社の主力商品である「一合枡」
についてカーボン・オフセットのキャンペーンを実施
し、原材料調達・製造に係る3ヶ月分のCO2排出量
をオフセットします。
実際に東濃ヒノキを仕入れている加子母の森林
の間伐促進プロジェクトから創出されたJ-VERを活
用することで、原材料となるヒノキの森づくりと地球
温暖化防止に貢献すると同時に、枡という日本の
伝統工芸品を守ることに貢献します。



ぎふ清流クレソンシリーズ商品のカーボン・オフセット
～カーボン・オフセットをブランディングに活用～

クレソンシリーズ商品

ぎふ清流 × クレソン商品 × カーボン・オフセット

オフセット対象：生食クレソン、クレソン粉末、
クレソン菓子類(※開発中商品)

地元岐阜県産のクレジットを活用

実施内容：株式会社スマートファームが岐阜県の羽島クレソンの里
で栽培・製造する商品である、生のクレソン、クレソン
粉末、クレソン菓子類（商品開発中にて変更の可能性有
り）の製造に伴うCO2排出量を、地元岐阜県産のクレジ
ットを活用し、カーボン・オフセットします。

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

申請事業者：株式会社スマートファーム 問い合せ先：株式会社スマートファーム 担当：松本国昭 TEL:0583-93-0811（商品に関して）
株式会社ウェイストボックス 担当：丹羽貴裕 首藤未里果 TEL:052-265-5902

（カーボン・オフセットに関して)

岐阜県は「清流」の恵みに感謝し、
「清流」に育まれた、自然・歴
史・伝統・文化・技をふるさとの
宝ものとして、活かし、伝えるた
め、「清流の国ぎふ憲章」を定め
ています。

※清流の国ぎふ憲章より



“セントレアSKYバス（仮称）“運行に係るカーボン・オフセット

観光情報

とともに

カーボン・

オフセットの

情報提供

岐阜県中津川市加子母

森林組合が創出したJ-VER

問い合わせ先：セントレアSKYバス（仮称）実行委員会 052-211-6703

カーボンフリーコンサルティング株式会社

オフセットの企画

・アドバイス

観光客・名古屋

市民へくまなく周知

9/18(木)～10/19の間、名古屋市内の中心部を

運行するオープントップバス（SKYバス）の

運行に係るCO2排出量をオフセット

協力企業の認知拡大

地域活性化

市内の賑わい

都市の着地型観光

飲食店の入場者増

街の魅力再認識



美しい自然の宝庫。大杉谷登山でオリジナルピンバッジをカーボン・オフセット！

大台町
環境保全

大杉谷
観光資源

オフセット対象：オリジナルピンバッジ年間販売分
クレジット調達・無効化時期：オフセット予定認証のため

27年秋ごろ
クレジット種類：三重県大台町J-VERクレジット

登山客がオフセット
バッジを購入

実施内容：（公社）大杉谷登山センターが販売するオリジナルピンバッジの製造に伴うCO2排出量を算定し、
地元大台町のクレジットを活用してカーボン・オフセットします。

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

申請事業者：公益社団法人大杉谷登山センター 問い合せ先：（公社）大杉谷登山センター担当：曽野 TEL 0598-78-3338 （登山に関して）
株式会社ウェイストボックス 担当：小川 TEL:052-265-5902（カーボン・オフセットに関して)

バッジイメージ 大台町J-VERクレジット

商品（オリジナルピンバッジ）を販売！

販売場所：ビジターセンター、山小屋、
観光船、登山バスなど


