
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 25 年度地方発カーボン・オフセット認証 
取得支援第 3 次募集採択結果一覧 

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課  
市場メカニズム室 
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問い合わせ先： 北秋容器株式会社 担当：後藤 0186-49-1675
カーボンフリーコンサルティング株式会社（オフセット関連）

近隣の
森林組合等

企業・一般家庭
（ペレットボイラ）
（ペレットストーブ）

ペレット利用時の
CO2排出量
【ゼロ】



世界遺産 富士山の麓で生まれた「２２３（フジサン）マカロン」のカーボン・オフセット

株式会社ユニキャス
223マカロンの生産

山梨県
やまなし県有林活用温

暖化対策プロジェクト（予定）

消費者
223マカロンの購入者

J-VER購入

J-VER販売

マカロン原料の主産地
山梨県鳴沢村

商品購入

商品販売

農業支援

１日の生活を
オフセット

地球温暖化防止＋世界遺産の景観保全に寄与

富士山山麓の景観を形成

マカロンの
産地の支援

世界遺産に認定された富士山の麓で、手間ひまかけて育てられた地場野菜や果物を使い、付加価値を高めた焼き菓子で
ある２２３（フジサン）マカロンについて、オフセット・クレジット(J-VER)を付与することで、消費者が１日の家庭生活で排出する CO2 
をカーボン・オフセットする取り組みです。今後、観光客の増加が見込まれる富士山麓の環境貢献活動の先駆けであり、農業の 6次産業化の
推進も含んでいるため、地域の活性化への期待ができる事業となっています。

取組の説明

担当プロバイダー:カーボンフリーコンサルティング（株）
問い合わせ先：（株）ユニキャス 担当 辻 TEL 03-5769-0586



横浜FCの全国各地におけるアウェーゲームに関するカーボン・オフセット

本取組では横浜FCの選手がアウェーゲームの会場に行く際に係るCO2をアウェー会場地域産のJ-VERを使用してオフセッ
トを実施します。このオフセットに使用するJ-VERは15種類以上であり、アウェーゲームが行われるそれぞれの県のJ-VERを使用すること
によって、環境配慮及び、地域活性化に寄与します。すでに横浜FCではホームゲームでのカーボン・オフセットを行っている為、本取組に
よって横浜FCの行う試合に関してホーム、アウェー問わず、オフセットされます。

取組の説明

担当プロバイダー:カーボンフリーコンサルティング（株）
問い合わせ先：カーボンフリーコンサルティング（株） 担当 大山 TEL 045-222-3400

※既に実施中ホーム アウェー ※本取組で実施

選手の移動

CO2

アウェー会場地域産のJ-VERでオフセット

オフセット内容 来場者一人につき1kgの
オフセット

啓発方法 ホームのオーロラビジョ
ンに当日のオフセット量
を表示

ホームのオフセットについて

オフセット内容 選手の移動のオフセット

啓発方法 ホームのオーロラビジョ
ンにて次のアウェーでの
オフセット量を表示

アウェーのオフセットについて

15種類以上のJ-VER



宮崎県産豚肉「黒潮ポーク」を使用したオフセット

本取組みでは宮崎県産豚肉「黒潮ポーク」の販売において各家庭の電気使用にガスに係るCO2排出量をオフセットします。
背景として、加工から販売までの流通を担っている協同飼料株式会社は消費者に対して環境価値の高い商品を提供したいと考えております。
そのため、宮崎県産J-クレジットを使用することで宮崎県内の環境に配慮した豚肉の販売を本取組みを通じて行います。そこで豚肉の販売を
通じて養豚業者の支援をするとともに、畜産業界のカーボン・オフセットを推し進めていきます。

取組の説明

担当プロバイダー:カーボンフリーコンサルティング（株）
問い合わせ先：協同飼料株式会社 担当 水野 TEL 045-461-5852

販売

J－クレジット

カーボン・オフセット
CER

加工

提案事業者 協同飼料株式会社

事業概要 消費者の電気使用に係るCO2排出量100ｔを「黒潮ポーク」から創出される
J-クレジット(50t)及び、ニュージーランド産CER(50t)でオフセット

調達クレジット 販売予定パック数
*250g/1パック

1パックあたり
CO2排出量

オフセット予定量

黒潮ポーク 10万パック 1kg-CO2 100t-CO2

1パックあたりのCO2排出量＝一人あたり一日の電気使用に係るCO2排出量

J-クレジット
飼料改良により豚から
排出される温室効果ガ
スを削減することによ
り創出

オフセットの対象
一般家庭における
一日の電気使用量
（電気冷蔵庫、照明
器具、エアコン）
に係るCO２排出量

養豚業者 小売店 消費者



長野県木曽町「雪灯りの散歩路」「白川群氷柱ライトアップ」イベントをカーボン・オフセット

ＰＲ先

観光案内所でチラシの配布
5000枚配布予定

木曽町観光協会、木曽町の主要観光
案内サイトにて、カーボン・オフセット
イベントの模様を紹介・PR

長野県木曽町の冬の名物である「雪灯りの散歩路」・「白川群氷柱ライト
アップ」で、関係者・来場者の移動、電力使用、氷のカバー製造に伴う
環境負荷などを地元長野県産Ｊ－ＶＥＲでカーボン・オフセット致します。
「雪灯りの散歩路」は、街なかの各所にアイスキャンドルや雪像を飾り
暖かい光が町を包みこむ2日間のイベントです。
「白川群ライトアップ」は、地元西野川の脇に寒中の間だけ出現する
氷柱群を、期間限定で夜にライトアップするイベントです。
このイベントの期間中、町は幻想的な雰囲気に包まれ、毎年約1万人
の観光客が木曽町を訪れます。多くの観光客に取組みをPRします。

申請者：木曽町観光協会
問合せ先：木曽町観光協会TEL：0264-22-4000（取り組みに関して）担当者：須藤邦男

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）

「雪灯りの散歩路」
期間：2014年2月7日・8日
・イベント関係者・観光客の移動
・氷のカバー製造に伴う環境負荷

をオフセット

「白川群氷柱ライトアップ」
期間：2014年 1月中旬頃～2月下旬
・ライトアップの電力使用量 をオフセット



 愛媛県 東温市 発!! 全国型 貸し切りバスのカーボン・オフセット 

        愛媛県東温市に事務所をかまえるアトラストラベルサービス（株）は自社の所有する大型バスから排出されるCO2をオフセット・クレ
ジット（J-VER）によってカーボン・オフセットする取り組みを行う。J-VERは東温市の給食センターで廃食油由来のバイオマス燃料を使用することで、
化石燃料の使用を削減する「学校給食センターＢＤＦ利用プロジェクト」から創出されたものである。この取り組みは、地域で創出されたオフセット・ク
レジットを地元の民間業者が活用するという「地産地消」の試みであると同時に、環境貢献活動において自治体と民間企業の連携している事例となる。 

取組の説明 

担当プロバイダー : カーボンフリーコンサルティング（株） 

問い合わせ先 : カーボンフリーコンサルティング（株） 担当  佐藤・石川  TEL 045-222-3400 

全国型オフセット
バスの運行 

東温市 
学校給食センター 

J-VER販売 

J-VER購入 

アトラストラベル 
サービス株式会社 

旅行客 

貸切バス申込 

オフセットバス 
の利用 

地球温暖化防止 + 東温市の子供達へ食育事業の貢献 

ＢＤＦ利用プロジェクト 

 

子供達の食育事業の
貢献が図れる 

バスの利用 

東温市 

民間企業 自治体 

オフセット・クレジットの地産地消 



岐阜県営公園オアシスパーク 観覧車の電力使用に伴うCO2排出量をカーボン・オフセット

ＰＲ先

観覧車の車内にカーボン・オフセット
の取組みについて、シール等にて
紹介を予定

自社ホームページなどでカーボン・オフ
セットの取り組みを紹介

岐阜県営公園オアシスパークは、「大人から子供まで楽しみながら学べる世
界淡水魚園水族館アクア・トトぎふ」や、「大観覧車オアシスホイール」があ

り、公園環境に最適化されたエンタテイメントの導入を続け、東海３県の主
要集客施設ランキングでもトップ５に名を連ねる人気のレジャー施設として、
多くの方々に愛されてまいりました。

今回このシンボル施設である観覧車において使用する電力使用に伴うＣＯ
２排出量について、地元岐阜県産J-VERを使いカーボン・オフセットを行いま
す。また、オアシスパークの利用者へ岐阜県産J-VERの取組みや、温暖化対
策と森林保全活動の取り組みについてもPRしていきます。

問合せ先：㈱オアシスパーク担当/篠田 TEL：0586-89-6766 （取り組みに関して） ㈱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）

【カーボン・オフセット概要】
オフセット対象：観覧車の電力使用

に伴うCO2排出量
実施期間 ：1年間（予定）
クレジット種類：岐阜県産J-VER

全高 67.3m、回転輪直径 60m 
乗物数 40台（4人乗り/1台）



愛知県発！ 大豆本来の美味しさを！巽庵のお豆腐セット

地元産大豆と地下水を育む豊かな森へのカーボン・オフセット

実施内容：地元愛知の豊かな大豆と地下水を使って作られる“巽庵のお豆腐”の製造（30,000丁分）にともなう

CO2排出量を、昭栄食品工業が集計し、上流域のＪ－ＶＥＲを使ってカーボン・オフセットする。

上流域の森林を保全することで豊な農作物と水が得られ、美味しい豆腐を作れることを、美味しい

豆腐を実際に食べて頂きながら、カーボン・オフセットを通して皆様にお伝えします。

昭栄食品工業 カーボン・オフセット プロジェクト

“巽庵の豆腐ファン”に豊かな大豆と水を守るカーボン・オフセットをＰＲ

巽庵の豆腐
大豆本来の美味しさを
白く、みずみずしく柔らかな
美味しいお豆腐を皆さんにお届け

職人技を中心として化石燃料を
極力使用しない非加熱製法

＋
お豆腐の製造にともなうＣＯ２
排出量（３万丁分予定）を
カーボン・オフセット

申請事業者：昭栄食品工業㈱
問い合わせ先：昭栄食品工業㈱ 担当：朝倉英貴 TEL：052-892-6555（商品に関して）

㈱ウェイストボックス 担当：鈴木修一郎 TEL：052-265-5902（カーボン・オフセットに関して）

上流域の森林整備

地元産のおいしい大豆と水



実施概要

事業名称
「第61回南海コンサート」、イベントの開催に伴うCO2排
出量をカーボン・オフセット！

クレジットの

プロジェクト名
南海電鉄による護摩壇山「なんかいの森」森林管理プ
ロジェクト

オフセットの分類 オフセット会議・イベントの開催
クレジットの

創出事業者名
南海電気鉄道株式会社

実施期間 2014年10月中旬に開催予定の「第61回南海コンサート」 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

公益社団法人大阪フィルハーモニー協会のHP、第61回
南海コンサートのポスターと配布用チラシ、南海電鉄の
電車車内向けの中吊りポスター等

無効化 2014年12月～2015年1月（予定）

問合せ先： 公益社団法人大阪フィルハーモニー協会 担当：野瀬 06-6656-7711

南海電気鉄道株式会社 担当：戸田 06-6631-6300
マイクライメイトジャパン株式会社 担当：南、叶 03-6228-3616

大阪フィルハーモニー交響楽団は2014年10月中旬
に南海電鉄沿線のホールで開催予定の「第61回南海
コンサート」において、会場の照明・空調利用や、お客
さま・出演者の交通機関の利用、お客さま・出演者の1
日分の日常生活より発生するCO2排出量をカーボン・
オフセットします。

オフセットには、南海電気鉄道株式会社による護摩
壇山「なんかいの森」森林管理プロジェクトのＪ-ＶER
クレジットを活用し、地球環境と地域に優しい音楽イ
ベントを推進します。

「第61回南海コンサート」
イベントの開催に伴うCO2排出量をカーボン・オフセット！



実施概要

事業名称
平成25年度「共生の森づくり活動」
イベントに伴うCO₂排出量をカーボン・オフセット！

クレジットの
プロジェクト名

南海電鉄による護摩壇山「なんかいの森」森林管理プ
ロジェクト

オフセットの分類 オフセット会議・イベントの開催
クレジットの
創出事業者名

南海電気鉄道株式会社

実施期間
①平成25年9月21日植栽木に元気を！（草刈活動）
②平成26年3月1日植樹祭イベント(植樹活動）

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
大阪府のイベント紹介ページ、府民向け広報チラシ、南
海電鉄の電車車内ポスター、HP等

無効化 平成26年3月～4月（予定）

問合せ先： 大阪府みどり・都市環境室 担当：穂積 06-6210-9557
南海電気鉄道株式会社 担当：戸田 06-6631-6300

マイクライメイトジャパン株式会社 担当：南、叶 03-6228-3616

大阪府が主催する今年度の「共生の森づくり活動」
の2回のイベントにおいて、参加者・イベントスタッフに
よる交通機関の利用、イベントスタッフを含む参加者
全員の1日分の日常生活によるCO₂排出量をカーボン
・オフセットします。

オフセットには、南海電気鉄道株式会社が所有す
る「なんかいの森」の森林保全により取得したＪ-ＶER
クレジットを活用し、参加者のほか、府民や地域の方
々に環境保全についてさらに意識を高めていただくと
ともに、公共交通機関の利用など、環境にやさしい行
動を推進していきます。

平成25年度「共生の森づくり活動」
イベントに伴うCO₂排出量をカーボン・オフセット！



<*1> 2,129kg-CO2/人・年　÷　３６５日　＝5.9kg-CO2/人・日

↓ ←
↓

↓

↓
→

<*2>5.9kg-CO2の半分以上

http://www.wing8.com/yamecha/WEBサイト

福岡県の八女茶は、豊かな緑と清らかな水に恵まれた自然環境の中で
育てられています。

日中と夜間の温度差が大きく、年間降雨量が多い上質の茶栽培に適し
た気象条件の中、生産者が土づくり、茶摘み、製茶、加工まで一貫管
理するお茶は、豊かでまろやかな香りと味に優れています。

12,000kg-CO2(= 3kg-CO2/商品<*2>ｘ4,000個）

Ｊ－ＶＥＲクレジット（大分県日田市）

問合せ先
福岡八女農業協同組合（総合販売部花き課　重野）

電話：0943-23-1164

消費者個人の日常生活のカーボン・オフセット支援

　『カーボン・オフセット付き八女茶』　の販売による、

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
概
要

豊な自然の恵みにより支えられている八女茶のオフセット
に用いるクレジットは、地元河川・矢部川の上流である、
大分県日田市のＪ－ＶERクレジットを利用しています。

ＣＯ２吸収プロ
ジェクト（大分県

日田市）

政府（無効化口
座）

日常生活(消費者）における排出のオフセットを支援

『カーボン・オフセット付き八女茶』
オフセット
するクレ
ジット

オフセット
の対象

排出者（主体） 「八女茶」を消費される方

排出期間・量
個人の日常生活における

１日あたり排出量<*1>

商
品
売
買

排
出
権
売
買

八女茶に付属するＣＯ２クレ
ジットで、オフセット！

日常生活でＣＯ２を排出

お
中
元

な
ど

温暖化防止のため省エネ努力

送
り
先

送り主
ＪＡふくお
か八女

プロバイダ
努力してもゼロにはできない・・

オフセット
の類型

自己活動オフセット支
援

オフセット
主体者

消費者の家庭（におけ
る排出量をオフセット）

申請する
取組の単

位

平成２６年度中の
商品の販売活動

（4,000個）
申請者

福岡八女農業協同組
合



■担当連絡先
株式会社 セリタ建設 芹田章博
TEL 0954-23-7733 EMAIL： mail@serita.jp
モリレコWEBサイト www.morireco.com

株式会社 セリタ建設
「武雄市柏岳 森と風を感じるヒノキオイルによるカーボン・オフセット」

カーボン・オフセット付ヒノキオイルの販売を通し、CO2吸収クレジット価値に関わりを持つことで、
一般消費者の温暖化防止に対する意識向上と、その重要性、更にはCO2排出抑制の啓発を促すものと
考えます。

算定対象範囲 購入者の１人１日当り排出量
3.0Kg-CO2

実施期間 2014年3月1日～2015年2月28日

削減努力 森林整備活動への参画・京都クレ
ジットの活用

オフセット量 6t

クレジットの種類及び
プロジェクト名称

J-VER
佐賀県産 多良岳・有明海の海
間伐プロジェクト

無効化日 2014年2月14日

カーボン・オフセット
プロバイダー

株式会社イトーキ

『MORIRECO』は森林の記録。
美しい森林づくりを進めるためには、山に行って木を植えることだけではありませ
ん。森林づくりへの応援はいろいろな形で参加出来ます。セリタ建設がボランティ
アで森林整備を進める柏岳。森林づくりを通して、生活にさわやかな風を吹き込
む、『MORIRECO』というアロマオイルには、森のレコード（記録）というメッセージ
が含まれ、懐かしい記憶を香りに乗せて届けます。

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
TEL 03-6228-6375 / E:MAIL ECOSL@itoki.jp



石垣市商工会の環境取組 『第12回 石垣島マラソン』 に係るカーボン・オフセット事業

担当プロバイダー:カーボンフリーコンサルティング（株）
問い合わせ先 ： 石垣市商工会 担当 平田 電話番号 ０９８０－８２－２６７２

マラソン参加者
・観光客

住田町役場など
森林・林業日本一の町をめざす
住田町の間伐プロジェクト

第12回 石垣島マラソン
に係るカーボン・オフセット

J-VER等販売
J-VER等購入

マラソン参加
+

石垣市の活性化・
地球温暖化対策貢献

岩手県の住田町の森林間
伐により、森林保全、被災
地支援につながる。

地球温暖化防止＋岩手の森林健全化・保全＋石垣・岩手のかけはし交流等に寄与

カーボンフリーコンサルティング株式会社
カーボン・オフセット認証申請
オフセットクレジット無効化
オフセットブロバイダー業務


