
「岩手県県有林 J-クレジット」販売先情報 

（平成 27 年度から令和３年度まで） 

（単位：トン（ t-CO2 ）） 

年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

H27.5.21 非公表 １０ 非公表 

H27.6.3 
株式会社マルサ 

[北上市] 
２０ 

平成 26 年度の自社の活動による CO2排出量を５

年連続でオフセット 

H27.9.30 
株式会社マルエツ 

[東京都豊島区] 
４０ 

株式会社マルエツ全店舗において、３Ｒ推進月

間である平成 27 年 10 月より 12 月までの３ヶ月

間を対象期間として、使用されるレジ袋の原材

料調達（トラック輸送）、製造（製造工場の電気

使用）、輸送（船舶、トラック輸送）に係り排出

される CO2を２年連続でカーボン・オフセット 

H27.11.17 

神奈川区民まつり実行委員

会   ［神奈川県横浜市］ 

【カーボンフリーコンサルティング（株）】 

１ 
横浜市神奈川区の「神奈川区民まつり」に係る

CO2排出量のカーボン・オフセット 

H27.12.18 

日本コンクリート工業株式

会社 

[東京都港区] 

１０ 

従来の鋼管柱に比べ、コンクリート製の為発錆

がなく、メンテナンスフリーによる長寿命化を

実現した照明柱用ポールに岩手県有林Ｊ－クレ

ジットを購入し、原材料調達・製造・流通にお

いて発生する CO2量をカーボン・オフセット 

H28.1.29 
日本トイザらス株式会社 

[神奈川県川崎市] 
３ 

トイザらス・ベビーザらス豊橋店の空調機

器更新工事で発生した CO2排出量をオフセッ

ト 

H28.2.10 非公表 １０ 非公表 

H27 年度計 ７件 ９４  

H28.4.15 

日経印刷株式会社 

［東京都板橋区] 

【マイクライメイトジャパン株式会社】 

１ 
環境省が発行する「環境白書」の印刷にかかる

電気使用により排出される CO2量をオフセット 

H28.5.20 

コベルコ建機株式会社 

［東京都品川区] 

【グリーンプラス株式会社】 

２ 

『イワフジ工業㈱（岩手県奥州市）』様が保有さ

れるコベルコ建機製林業専用機SK75SR-3EFが１

年間の稼働（森林整備）で排出する CO2の約 10%

をカーボン・オフセット 

H28.6.22 

コベルコ建機株式会社 

［東京都品川区] 

【グリーンプラス株式会社】 

２ 

『㈱レンタルのニッケン（東京都千代田区）』様

が保有されるコベルコ建機製林業専用機

SK135SR-3F が１年間の稼働（森林整備）で排出

する CO2の約 10%をカーボン・オフセット 

H28.8.10 
株式会社テレビ岩手 

[盛岡市] 
５ 

第40回出光イーハトーブトライアル大会の開催

に伴い排出する二酸化炭素のカーボン・オフセ

ット 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

H28.9.16 
株式会社マルエツ 

[東京都豊島区] 
４０ 

株式会社マルエツ全店舗において、３R 推進月間

である平成 28 年 10 月より 11 月までの２ヵ月間

を対象期間として、使用されるレジ袋の原材料

調達（トラック輸送）、製造（製造工場の電気使

用）、輸送（船舶、トラック輸送）に係り排出さ

れる CO2を３年連続でカーボン・オフセット 

H28.10.19 
弁天町共同ビル株式会社 

[新潟県新潟市] 
１０ 

弁天町共同ビル株式会社所有ビルの CO2 削減目

標（1990 年比マイナス 50%）の達成 

H28.12.9 

コベルコ建機株式会社 

［東京都品川区] 

【グリーンプラス株式会社】 

５ 

『㈱山下組（岩手県花巻市）』様が保有されるコ

ベルコ建機製林業専用機 SK135SR-3F_２台が 1

年間の稼働（森林整備）で排出する CO2の一部を

カーボン・オフセット 

H28 年度計 ７件 ６５  

H29.5.18 

日経印刷株式会社 

［東京都板橋区] 

【マイクライメイトジャパン株式会社】 

１ 
環境省が発行する「環境白書」の印刷にかかる

電気使用により排出される CO2量をオフセット 

H29.6.15 

ｼｰ･ﾃｨｰ･ﾏｼﾝ株式会社 

[大阪府大阪市] 

【株式会社ウェイストボックス】 

２９ 

ｼｰ･ﾃｨｰ･ﾏｼﾝ(株)が中西金属工業(株)の事業所向

けに提供した高効率な照明設備の使用による

CO2排出量の一部をカーボン・オフセット 

H29.8.21 非公表 ２ 非公表 

H29.8.21 
株式会社テレビ岩手 

[盛岡市] 
５ 

第41回出光イーハトーブトライアル大会の開催

に伴い排出する二酸化炭素を２年連続でカーボ

ン・オフセット 

H29.9.28 
株式会社マルエツ 

[東京都豊島区] 
４０ 

株式会社マルエツ全店舗において、３R 推進月間

である平成 29 年 10 月より 11 月までの２ヵ月間

を対象期間として、使用されるレジ袋の原材料

調達（トラック輸送）、製造（製造工場の電気使

用）、輸送（船舶、トラック輸送）に係り排出さ

れる CO2を４年連続でカーボン・オフセット 

H29.11.27 非公表 １ 非公表 

H30.１.12 

コベルコ建機株式会社 

［東京都］ 

【グリーンプラス株式会社】 

２ 

「株式会社山下組」が無効化処理日から１年、

保有するコベルコ建機製林業専用機 SK135SR-3F

の１年間の稼働（森林整備）で排出される CO２

の一部を、地球温暖化防止の目的でカーボン・

オフセット 

H29 年度計 ７件 ８０  



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

H30.５.７ 

コベルコ建機株式会社 

［東京都］ 

【グリーンプラス株式会社】 

２ 

「株式会社レンタルのニッケン」様が保有され

るコベルコ建機製林業専用機SK135SR-3Fの１年

間の稼働（森林整備）で排出される CO２の一部

を、地球温暖化防止の目的でカーボン・オフセ

ット 

H30.５.14 

日経印刷株式会社 

［東京都板橋区] 

【マイクライメイトジャパン株式会社】 

１ 

環境省が発行する「平成 30 年版環境白書・循環

型社会白書・生物多様性白書」の製版・印刷に

係る電気使用に伴う CO２排出量をオフセット 

H30.５.24 
株式会社マルサ 

［北上市］ 
２０ 

株式会社マルサが事業で排出していた平成29年

度分の CO２（マルサ所有車両で使用した燃料及

び、産業廃棄物の中間処理施設で使用した電力

による CO２排出分）の一部を、岩手県県有林 J

－クレジットを購入することでカーボンオフセ

ット 

H30.７.31 
株式会社テレビ岩手 

[盛岡市] 
５ 

第42回出光イーハトーブトライアル大会の開催

に伴い排出する二酸化炭素のカーボン・オフセ

ット 

H31.２.22 
株式会社熊谷工務店 

[盛岡市] 
１ 

株式会社熊谷工務店の事業活動から排出される

CO₂をオフセットするため 

H30 年度計 ５件 ２９  

R１.５.７ 

日経印刷株式会社 

［東京都板橋区] 

【マイクライメイトジャパン株式会社】 

１ 

環境省が発行する「平成 31 年版環境白書・循環

型社会白書・生物多様性白書」の製版・印刷に

係る電気使用に伴う CO２排出量をオフセットす

るため 

R１.７.４ 
株式会社マルサ 

［北上市］ 
２０ 

株式会社マルサが事業で排出した平成30年度分

の CO2（マルサ所有車両による燃料及び、産業廃

棄物の中間処理施設の電力使用分）の一部を、

岩手県県有林 J－クレジットを購入することで

カーボン・オフセットし、岩手県内の森林整備

に貢献するため 

R１.８.６ 
株式会社テレビ岩手 

[盛岡市] 
５ 

令和元年度第43回出光イーハトーブトライアル

大会の開催に伴い、トライアル車のガソリン使

用で排出する二酸化炭素の一部を主催者である

株式会社テレビ岩手がカーボン・オフセットす

るため 

R１.８.30 

楽天株式会社 

［東京都世田谷区] 

【カルネコ株式会社】 

１２ 

令和元年度５月16日に開催した楽天スーパーナ

イターで販売した対象商品を購入されたお客様

の１日分の CO2量延べ 2000人分を森林クレジッ

トで楽天株式会社がオフセットするため 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

R１.８.30 

SB パワー株式会社 

［東京都港区] 

【カルネコ株式会社】 

５ 

SB パワー株式会社の行う寄付型オフセット。自

然でんきご利用者様１件/月につき50円拠出し、

お客様にて投票された支援対象の森林へオフセ

ットするため 

R１年度計 ５件 ４３  

R２.４.22 
株式会社マルサ 

［北上市] 
１０ 

株式会社マルサが事業で排出していた令和元年

度分の CO2（マルサ所有車両による燃料使用分及

び産業廃棄物中間処理施設の電力使用分）の一

部を、岩手県県有林 J－クレジットを購入するこ

とでカーボン・オフセットし、岩手県内の森林

整備に貢献するため 

R２.５.18 

日経印刷株式会社 

［東京都板橋区] 

【ブルードットグリーン株式会社】 

１ 

環境省が発行する「令和２年版環境白書・循環

型社会白書・生物多様性白書」の製版・印刷に

係る電気使用に伴う CO２排出量をオフセットす

るため 

R２.６.５ 

SB パワー株式会社 

［東京都港区] 

【カルネコ株式会社】 

４ 

SB パワー株式会社の行う寄付型オフセット。自

然でんきご利用者様１件/月につき50円拠出し、

お客様にて投票された支援対象の森林へオフセ

ットするため 

R２.６.18 

国分グループ本社株式会社 

［東京都中央区] 

【カルネコ株式会社】 

５ 

国分グループ本社株式会社の行う寄付型オフセ

ット。2020 年１月～３月「にっぽんの果実」シ

リーズの一部アイテムを対象に１缶につき１円

を拠出し、日本全国の森林においてオフセット

するため 

R２.12.25 

公益社団法人 

日本学生陸上競技連合 

［東京都渋谷区] 

【カーボンフリー 

コンサルティング株式会社】 

１３ 

公益社団法人日本学生陸上競技連合が、2020 年

11 月１日開催の第 52 回秩父宮賜杯全日本大学

駅伝対校選手権大会において、大会開催に係る、

車両、軽油の使用、参加者の移動に伴い排出さ

れる CO2 の一部をオフセットするため 

R３.２.８ 

SB パワー株式会社 

［東京都中央区] 

【カルネコ株式会社】 

４ 

SB パワー株式会社の行う寄付型オフセット。自

然でんきご利用者１件/月につき50円を拠出し、

お客様にて投票された支援対象の森林へオフセ

ットするため 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

R３.２.25 
株式会社マルサ 

［北上市] 
２０ 

株式会社マルサが事業で排出した、令和２年度

分の CO2（マルサ所有車両による燃料使用分及び

産業廃棄物中間処理施設の電力使用分）の一部

を、岩手県県有林 J-クレジットを購入すること

でカーボン・オフセットし、岩手県内の森林整

備に貢献するため 

R２年度計 ７件 ５７  

R3.4.20 

日経印刷株式会社 

［東京都板橋区] 

【カーボンフリー 

コンサルティング株式会社】 

１ 

環境省発行「環境白書」の印刷電力に係る CO2

排出量の一部をカーボン・オフセットするため。 

R3.10.4 

株式会社菊池技研コンサル

タント 

[大船渡市] 

１０ 

株式会社菊池技研コンサルタントが事業で排出

した令和３年度分の CO2（菊池技研コンサルタン

ト所有車両による燃料使用）の一部を、岩手県

県有林 J-クレジットを購入することでカーボ

ン・オフセットし、岩手県内の森林整備に貢献

するため。 

R3.10.12 
株式会社戸田久 

[一戸町] 
１０ 

株式会社戸田久が姫神工場増設に伴い増加した

令和３年度分のCO2の一部をカーボン・オフセッ

トするため。 

R3.10.25 
株式会社アキヤマ 

[一戸町] 
１０ 

株式会社アキヤマが各店舗で排出される令和３

年度のCO2の一部をカーボン・オフセットするた

め。 

R3.11.1 
豊島建設株式会社 

[大船渡市] 
１０ 

豊島建設株式会社が施工する林道整備工事から

排出される令和３年度分のCO2排出量の一部を

J-レジット購入によりオフセットすることに加

え、岩手県の森林づくりにつながる取り組みに

共感し購入するもの。 

R3.11.4 

有限会社東北キャリーサー

ビス 

[奥州市] 

１５ 

有限会社東北キャリーサービスが事業活動にお

ける令和３年度のCO2排出量の一部をオフセッ

トするため。 

R3.11.11 
株式会社小野寺建材 

[一関市] 
１０ 

株式会社小野寺建材が令和３年度の事業用車両

CO2排出量の一部をカーボンオフセットするた

め。 

R3.11.12 

医療法人一舟会 

みうら産婦人科医院 

[盛岡市] 

１０ 

医療法人一舟会みうら産婦人科医院が、事業活

動における令和３年度のCO₂排出量の一部をオ

フセットするため。 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

R3.11.15 
株式会社電創総合サービス 

[盛岡市] 
１０ 

株式会社電創総合サービスが事業活動を通じて

排出した令和３年度分のCO2の一部を、岩手県県

有林J-クレジットを購入することでオフセット

し、森林の環境保全や地球温暖化対策に貢献す

るため。 

R3.11.15 
岩井建設株式会社 

[雫石町] 
１０ 

岩井建設株式会社が自社の事業活動における令

和３年度のCO₂排出量の一部をオフセットする

ため。 

R3.11.15 
株式会社山友建設 

[一関市] 
２０ 

株式会社山友建設の令和３年度分の事業活動に

伴い排出されるCO₂の一部をオフセットするた

め。 

R3.11.15 
株式会社川石水産 

[山田町] 
１０ 

株式会社川石水産の製造（電気、灯油の使用）、

製品出荷・原料調達（トラック輸送）により排

出される令和３年度分のCO₂の一部をオフセッ

トするもの。 

R3.11.16 
株式会社西部産業 

[盛岡市] 
１０ 

株式会社西部産業が運営する自動車学校で令和

３年度に排出するCO₂の一部を地球温暖化防止

の目的でオフセットするため。 

R3.11.18 
株式会社若葉産業 

[一関市] 
１０ 

株式会社若葉産業が、令和３年度分の事業活動

に伴い排出されるCO₂の一部をオフセットする

ため。 

R3.11.19 

豊島株式会社 

[愛知県名古屋市] 

【カーボンフリー 

コンサルティング株式会社】 

１ 

豊島株式会社が、2021年12月に印刷する社内報

「Will Mag」1,000冊の印刷電力に係るCO２排

出量を全量カーボン・オフセットするため。 

R3.11.22 
株式会社北日本土地 

［花巻市] 
１０ 

株式会社北日本土地が事業で排出した令和３年

度分のCO2の一部を岩手県県有林J-クレジット

を購入することでカーボン・オフセットし、岩

手県内の森林整備に貢献するため。 

R3.11.25 
伸和ハウス株式会社 

［一関市] 
１０ 

伸和ハウス株式会社が自社の事業活動における

令和3年度のCO₂排出量の一部をオフセットする

ため。 

R3.11.25 
ウチノ建設株式会社 

［盛岡市] 
１０ 

ウチノ建設株式会社の事業活動における令和３

年度のCO₂排出量の一部をオフセットするため。 

R3.11.26 非公表 ２０ 非公表 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

R3.11.26 
アド装建株式会社 

［宮城県仙台市] 
１０ 

アド装建株式会社が自社の事業活動における令

和２年度のCO２排出量の一部をオフセットする

ため。 

R3.11.26 
岩手ダイハツ販売株式会社 

［矢巾町] 
１０ 

岩手ダイハツ販売株式会社の事業活動における

2021年度分のCO₂排出量の一部をオフセットす

るため。 

R3.12.3 

株式会社総合土木コンサル

タンツ 

［一関市] 

２ 

株式会社総合土木コンサルタンツが令和３年度

の岩手県県南広域振興局発注業務の「中山間地

域総合整備事業愛宕地区第13号用地測量業務委

託」においてCO２排出量の一部をオフセットす

るため。 

R3.12.3 
ふぉとすぺーす角田写真 

［二戸市] 
１ 

ふぉとすぺーす角田写真が写真撮影時や写真仕

上げ時の令和３年度分CO2排出量の一部をオフ

セットするため。 

R3.12.3 
有限会社オクトサービス 

［盛岡市] 
１０ 

有限会社オクトサービスが事業で排出した令和

２年度分のCO２排出量（建築工事に伴う移動お

よび重機等の使用による燃料使用分）の一部を

オフセットするため。 

R3.12.6 
丸奥自動車工業株式会社 

［田野畑村] 
１０ 

SDGｓ宣誓の取組に際し、丸奥自動車工業株式会

社が事業で排出した令和２年度分のCO２の一部

をオフセットするため。 

R3.12.6 
丹内建設株式会社 

［滝沢市] 
１０ 

丹内建設株式会社が令和３年度の事業で排出す

るCO２の一部を岩手県県有林J-クレジットを購

入することでカーボーン・オフセットし、地球

温暖化防止と県内の森林整備に貢献するため。 

R3.12.6 
株式会社イクスル 

［雫石町] 
１０ 

株式会社イクスルの令和３年度事業活動から排

出されるCO２の一部をオフセットするため。 

R3.12.6 

日本ピストンリング株式会

社 

［埼玉県] 

３０ 

日本ピストンリング株式会社が、令和３年度に

NPRグループ全国内事業所の社有車が使用する

化石燃料の使用により排出されるCO２の全部を

オフセットするため。 

R3.12.7 
相光電気株式会社 

［盛岡市] 
２ 

相光電気株式会社が令和３年度の CO２排出量の 

一部をオフセットするため。 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

R3.12.7 
有限会社大堅工業 

［二戸市] 
１０ 

有限会社大堅工業が事業で排出した令和３年分 

の CO2（現場での吹付プラントによる燃料使用） 

の一部を、岩手県県有林 J-クレジットを購入す 

ることでカーボン・オフセットし、取り組みに 

共感し購入するもの。 

R3.12.7 
株式会社谷地保険事務所 

[大船渡市] 
１０ 

株式会社谷地保険事務所が本社および盛岡支店 

の事業活動における令和３年度の CO2 排出量の 

一部をオフセットするため。 

R3.12.9 
ホクト株式会社 

[北上市] 
５ 

ホクト株式会社が事業活動で排出した令和３年 

度分の CO2（製造工程で係る電気使用量）の一部 

をオフセットし温室効果ガス削減に貢献するた 

め。 

R3.12.13 
株式会社ルーム・プラス 

[盛岡市] 
１ 

株式会社ルーム・プラスが事業で排出され 

る令和２年度の CO2 排出量の一部をオフセ 

ットするため。 

R3.12.14 
株式会社藤村空調設備機器 

[盛岡市] 
１０ 

株式会社藤村空調設備機器が令和３年に排出し 

た CO２を全部オフセットするため。 

R3.12.14 
株式会社マイヤ 

[大船渡市] 
１０ 

株式会社マイヤが事業活動から排出される令和 

３年度の CO2 排出量の一部をオフセットするた 

め。 

R3.12.16 
株式会社小林精機 

［滝沢市] 
１０ 

株式会社小林精機が第 46 期事業期（令和３年 10 

月～令和４年９月期）の CO2 排出量の一部をオ 

フセットするため。 

R3.12.17 
株式会社英 

［花巻市] 
１０ 

株式会社英が事業活動で排出した令和３年度分 

の CO2 の一部をオフセットするため。 

R3.12.21 
株式会社岩手農材 

［滝沢市] 
１０ 

株式会社岩手農材の事業活動における令和３年 

度の CO2 排出量の一部をオフセットするため。 

R3.12.21 
株式会社アイカムス・ラボ 

［盛岡市] 
１ 

株式会社アイカムス・ラボが医療機器等の生産 

工程における機械の稼働により排出される令和 

３年度分の CO2 の一部をオフセットするため。 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

R3.12.21 
橋爪商事株式会社 

［大船渡市] 
１０ 

橋爪商事株式会社の事業活動における令和３年 

度の CO2 排出量の一部をオフセットするため。 

R3.12.21 
有限会社佐々木教材社 

［盛岡市] 
３ 

有限会社佐々木教材社が事業用車両から排出し 

た令和３年度分の CO2 の一部をオフセットする 

ため。 

R4.1.4 
童和保育サービス株式会社 

［宮城県仙台市] 
１ 

童和保育サービス株式会社が事業活動で排出し 

た令和３年分の CO２の一部を、岩手県県有林 J- 

を購入する事でカーボン・オフセットするため。 

R4.1.4 
株式会社ひがし冷機 

［矢巾町] 
１ 

株式会社ひがし冷機が令和３年度の事業活動か 

ら排出されるCO2の一部をオフセットするため。 

R4.1.12 非公表 １ 非公表 

R4.1.12 
新光建設株式会社 

［釜石市] 
１０ 

岩手県の森林づくり等の取り組みに共感し、新 

光建設株式会社の事業活動における令和３年度 

の CO2 排出量の一部をオフセットするため。 

R4.1.12 
株式会社明和土木 

［大船渡市] 
１０ 

株式会社明和土木が事業で排出した令和３年度 

分の CO2 の一部をカーボン・オフセットするた 

め及び岩手県内の森林整備への貢献のため。 

R4.1.12 
株式会社北陵製作所 

［滝沢市] 
１０ 

株式会社北陵製作所の事業活動における令和３ 

年度の CO2 排出量の一部をカーボン・オフセッ 

トし、岩手県内の森林整備に貢献するため。 

R4.1.17 
株式会社環境整備 

［盛岡市] 
１００ 

株式会社環境整備が令和２年度事業活動（産業 

廃棄物処理業）に伴う CO2 排出量の一部をカー 

ボン・オフセットすることに加え、岩手県の環 

境保全に対する取り組みの一助となるため。 

R4.1.17 
株式会社エフアシスト 

［宮城県仙台市] 
６ 

株式会社エフアシストがプロテイン製造過程に 

おける電力使用に伴い排出する CO2 をオフセッ 

トするため。（2021 年度排出量の一部） 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

R4.1.17 

株式会社サンクス・エクスプ 

レス 

［矢巾町] 

１０ 

株式会社サンクス・エクスプレスの令和２年度 

事業活動（運送業）及び令和３年 12 月会社案内 

パンフレット作製に伴う CO2 排出量の一部をカ 

ーボン・オフセットすることに加え、岩手県の 

環境保全に対する取り組みの一助となるため。 

R4.1.17 
三陸土建株式会社 

［盛岡市] 
１０ 

令和３年度に三陸土建株式会社が施工した建設 

現場から排出された CO2 の一部をオフセットす 

るとともに、岩手県内の森林保全に寄与するた 

め。 

R4.1.19 
第一開明株式会社 

[盛岡市] 
１０ 

第一開明株式会社が事業で排出した令和３年度 

分の CO2（第一開明所有車両による燃料使用分及 

び事業所の電力使用分）の一部を、岩手県県有 

林 J－クレジットを購入することによりカーボ 

ン・オフセットし、岩手県内の森林整備に貢献 

するため。 

R4.1.19 
青森つばめプロパン販売 

株式会社 

[青森県八戸市] 

１０ 

青森つばめプロパン販売株式会社の事業活動に 

おける令和３年度の CO2 排出量の一部をオフセ 

ットするため。 

R4.1.21 
宮城建設株式会社 

[久慈市] 
１０ 

宮城建設株式会社が事業活動で排出した令和２ 

年度分の CO2 の一部を県有林 J-クレジットを購 

入することでカーボン・オフセットすることと 

持続可能な森づくりに貢献するため。 

R4.1.21 

公益社団法人日本学生陸上 

競技連合 

[東京都渋谷区] 

【カーボンフリー 

コンサルティング株式会社】 

１５ 

公益社団法人日本学生陸上競技連合が、2021 年 

11月 7日開催の秩父宮賜杯第53回全日本大学駅 

伝対校選手権大会において、大会開催に係る車 

両、軽油の使用、参加者および運営者の移動に 

伴い排出される CO２の一部をオフセットするた 

め。 

R4.1.28 
株式会社中塚工務店 

[久慈市] 
１０ 

株式会社中塚工務店の令和３年度の工事施工に 

おいて、建設機械が排出した CO2 の一部をオフ 

セットし、地元の森林保全に貢献したいため。 

R4.2.8 
有限会社丸水工業 

[雫石町] 
６０ 

有限会社丸水工業が事業活動で排出した令和３ 

年度分の CO2 の一部をオフセットし、森林の環 

境保全や地球温暖化対策に貢献するため。 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

R4.2.15 
有限会社佐藤工務店 

[奥州市] 
１０ 

有限会社佐藤工務店の標準仕様とする空気環境 

配慮型健康住宅事業から排出される CO2 の一部 

（令和３年度分）を地球温暖化防止の目的で、 

カーボン・オフセットするため。 

R4.2.21 
株式会社アート不動産 

［盛岡市］ 
 １ 

株式会社アート不動産の事業活動における令和 

３年度の CO2 排出量の一部をオフセットするた 

め。 

R4.2.21 

株式会社カヌカテックプラ

ス 

［久慈市］ 

１０ 

株式会社カヌカテックプラスが事業活動を通じ 

て排出した令和３年度分事業用車両 CO2 排出量 

の一部を、Ｊクレジット購入によりオフセット 

することで森林の保全や地球温暖化対策に貢献 

するため。 

R4.2.25 

有限会社アルタフトレーデ

ィング 

［盛岡市］ 

１ 
有限会社アルタフトレーディングが令和３年度 

の CO2 排出量一部をオフセットするため。 

R4.2.28 
いずみ中山歯科 

［宮城県］ 
１ 

いずみ中山歯科の事業活動における令和３年度 

の CO2 排出量の一部をオフセットするため。 

R4.2.28 
株式会社オリテック２１ 

［矢巾町］ 
１０ 

株式会社オリテック２１の事業活動における令 

和３年度の CO2 排出量の一部をオフセットし、 

岩手県の森林保全に協力するため。 

R4.3.1 
株式会社渡辺工業所 

［盛岡市］ 
１０ 

株式会社渡辺工業所の令和３年度分 CO2 排出分 

の一部をオフセットするため。 

R4.3.3 

久慈地域エネルギー株式会

社 

［久慈市］ 

１０ 

久慈地域エネルギー株式会社が脱炭素の取組み 

の一環として令和４年度分 CO2 排出量の一部を 

カーボンオフセットするため。 

R4.3.3 
有限会社アラジン 

［盛岡市］ 
１０ 

有限会社アラジンの所有する４棟のビルの使用 

に伴う令和４年度分の CO2 排出量の一部をオフ 

セットするため。 

R4.3.4 
株式会社山根漁業部 

［宮古市］ 
１０ 

株式会社山根漁業部の事業活動における令和３ 

年度のCO2排出量の一部をオフセットするため。 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

R4.3.7 

川崎コンクリート工業株式

会社 

［一関市］ 

２ 

川崎コンクリート工業株式会社が令和３年度分 

の事業活動に伴い排出される CO2 の一部をオフ 

セットするため。 

R4.3.10 
株式会社田澤洋紙店 

［盛岡市］ 
１ 

株式会社田澤洋紙店の事業活動（紙類の配送等） 

における令和３年度の CO2 排出量の一部をオフ 

セットするため。 

R4.3.11 
株式会社マルサ 

［北上市］ 
 ２０ 

株式会社マルサが事業で排出した、令和３年度 

分の CO2（所有車両における燃料使用分及び産業 

廃棄物中間処理に係る電力使用分）の一部を、 

岩手県県有林 J-クレジットを購入することでカ 

ーボンオフセットし、岩手県内の森林整備に貢 

献する。 

R4.3.11 
有限会社高山鈑金工業 

［久慈市］ 
１０ 

有限会社高山鈑金工業が、事業活動で排出した 

令和４年分の CO2 の一部を、岩手県県有林 J-ク 

レジット購入することで、カーボンオフセット 

するため。 

R4.3.14 
有限会社宝海沼ファーム 

［北上市］ 
 １０ 

有限会社宝海沼ファームが事業活動で排出した 

令和３年度分の CO2 の一部をオフセットするた 

め。 

R4.3.14 
東北土地開発株式会社 

［釜石市］ 
１０ 

東北土地開発株式会社の事業活動における令和 

４年分の CO2 排出量の一部をオフセットし、地 

球温暖化防止、環境保全へ貢献するため。 

R4.3.14 
有限会社東北農林建設 

［盛岡市］ 
２ 

有限会社東北農林建設の事業活動における令和 

３年度の CO2 排出量の一部をオフセットし、環 

境保全・地球温暖化防止に貢献する。 

R4.3.15 
株式会社三田商会 

［花巻市］ 
 １０ 

株式会社三田商会が商品の販売並びに事業活動 

を通じて排出した令和３年度分の CO2 の一部を 

オフセットするため。 

R4.3.15 
株式会社岩泉電工 

［岩泉町］ 
１０ 

株式会社岩泉電工の業務で排出する令和３年度 

の一部の CO2 の相殺及び SDGｓゴール７への取 

組に向けて購入する。 

R4.3.16 
株式会社はなだ 

［北上市］ 
１０ 

株式会社はなだが令和３年度の事業所ならびに 

事業用車両から排出される CO2 の一部をオフセ 

ットするため。 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

R4.3.16 
株式会社昭和建設 

［盛岡市］ 
１０ 

株式会社昭和建設が令和３年度事業活動に伴い 

排出した CO2 の一部をカーボン・オフセットす 

ることで温室効果ガス削減に貢献する。加えて 

岩手県の環境保全の取り組みへの貢献のため。 

R4.3.16 

有限会社トキラミネーショ

ン 

［一関市］ 

３ 

有限会社トキラミネーションが事業で排出した 

令和４年度分の CO2 の一部をオフセットするた 

め。 

R4.3.17 
釜石瓦斯株式会社 

［釜石市］ 
 ２ 

釜石瓦斯株式会社社屋の給湯や空調及び天然ガ 

ス自動車等で使用する都市ガスに含まれる LPG 

の、令和４年度分の CO2 排出量の全部をオフセ 

ットするため。 

R4.3.18 
有限会社東孝植物園 

［盛岡市］ 
１ 

有限会社東孝植物園が令和３年度に事業で排出 

した CO2 の一部をオフセットするため。 

R4.3.18 
株式会社滝沢金属 

［滝沢市］ 
１０ 

株式会社滝沢金属が事業活動における令和３年 

度の CO2 排出量の一部をオフセットするため。 

R4.3.22 
株式会社鶏躍蔵 

［一戸町］ 
１０ 

株式会社鶏躍蔵が鶏舎（ログの杜ファーム）で 

使用する燃料から排出される令和４年分の CO２ 

の一部をオフセットするため。 

R4.3.22 
山田建設株式会社 

［久慈市］ 
 １ 

山田建設株式会社が事業活動における令和３年 

度の CO2 排出量の一部をオフセットするため。 

R4.3.23 
生長の家岩手県教化部 

［盛岡市］ 
２ 

生長の家岩手県教化部での事業に伴う令和４年 

度の CO2 排出量（電気使用等）の一部をオフセ 

ットするため。 

R4.3.25 
有限会社三陸海洋土木 

［大船渡市］ 
５ 

有限会社三陸海洋土木が事業で排出した令和３ 

年度の CO２の一部をカーボンオフセットすると 

ともに県内の森林整備に貢献するために購入す 

るもの。 

R4.3.29 
株式会社Ｃ－corporation 

［盛岡市］ 
１ 

株式会社 C-corporation の事業活動における令 

和３年度の CO2 排出量の一部をオフセットする 

ため。 

R３年度計  ８７件 ８５９  

 


