
「岩手県県有林 J-クレジット」販売先情報 

（平成 22 年度から平成 26 年度まで） 

（単位：トン（ t-CO2 ）） 

年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

H23.1.31 （株）岩手銀行 ［盛岡市］ ５０ 新たなオフセット付き金融商品の開発 

H22 年度計 １件 ５０  

H23.5.20 （株）マルサ ［北上市］ ３０ 自社が排出した H22 年度分 CO2量のオフセット 

H23.6.3 
（株）シーエーシー 

 ［東京都中央区]
５

平成 23年 6月 4-5 日に東京都立代々木公園で開

催された「エコライフフェア 2011」での環境省

出展ブースで排出された CO2量のオフセット 

H23.8.1 

（株）環境思考 

［三重県四日市市]
１０

申請３社が共同して設置・運営するリサイク

ル・ステーションにおける古紙等の回収業務に

より排出される CO2量をオフセット 

（有）丸萬産業三島古紙センター 

［静岡県三島市]
１５

H23.8.8 
（株）総合リサイクルセンター黒田

［山梨県富士吉田市]
１０

H23.9.20 
住友生命保険相互会社 

 ［盛岡市]
１０

平成 23 年 10 月 1 日に奥州市で開催する「チャ

リティーコンサート」で排出される CO2量のオフ

セット 

H23.10.7 

カルビー（株）カルネコ事業部

［東京都千代田区]

【三菱 UFJ リース株式会社】

３０

自社が運営する「EVI システム」の「あなたが選

ぶ！森が活きる！」キャンペーンによる収益で、

消費者の日常生活で排出されている CO2 量をオ

フセット 

H23.10.26 

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

平成 23 年 10 月 9 日に神奈川県横浜市で開催さ

れた「神奈川区民まつり」で排出する CO2量をオ

フセット 

H24.2.22 

在日スイス大使館 

［東京都港区]

【マイクライメイトジャパン株式会社】

１

スイス大使館、スイス・ビジネス・ハブが主催

す る セ ミ ナ ー 「 Swiss Green Technologies 

Seminar」（開催：2012 年 3 月 1 日、会場：東京

コンファレンスセンター有明）において会場使

用（電気利用）に伴い排出される CO2 量をオフ

セット 

H24.2.27 

サプライチェーン環境貢献

技術検討協議会 

［東京都千代田区]

【三菱 UFJ リース株式会社】

４

サプライチェーン環境貢献技術検討協議会は、

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した CO2排出取引

の新たな取引手法に関する実証実験の実施に当

たり、岩手県県有林 J-VER など県内３社の排出

権（J-VER）を調達し、一般消費者に販売するこ

とで３つの東日本大震災復興支援団体が活動中

に排出する CO2をオフセット 

H23 年度計 １０件 １１６  

H24.4.2 
（株）木下カンセー 

［京都府宇治市]
１０

平成 23 年度の自社営業車両で排出された CO2量

の一部をオフセット。また、2011 年 3 月 11 日に



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

【e-プランニング株式会社】 発生した「東日本大震災」による未曾有の被害

を鑑み、被災地・岩手で創出された J-VER クレ

ジットを復興支援の一環として購入 

H24.4.2 

カルビー（株）カルネコ事業部

［東京都千代田区]

【三菱 UFJ リース株式会社】

５

自社が運営する「EVI システム」の「あなたが選

ぶ！森が活きる！」キャンペーンによる収益で、

消費者の日常生活で排出されている CO2 量をオ

フセット 

H24.4.2 
ミック工業（株） 

［大阪府堺市]
２０

平成 23 年度分の自社で排出された CO2量の一部

をオフセット。また、2011 年 3 月 11 日に発生し

た「東日本大震災」による未曾有の被害を鑑み、

被災地・岩手で創出された J-VER クレジットを

購入することで、復興支援の一環として購入 

H24.5.24 株式会社マルサ［北上市］ ３０ 自社が排出した H23 年度分 CO2量のオフセット

H24.5.31 

国際ロータリー第 2750 地区

京浜グループ 14 クラブ 

［東京都大田区]

【グリーンブルー株式会社】

１４１

国際ロータリー第 2750 地区京浜グループ 14 ク

ラブが主催するセミナー・協議会等で排出する

CO2量をオフセット 

H24.6.1 
（社）岩手県緑化推進委員会

［盛岡市]
１００

カーボン・オフセット年賀寄付金の配分による

岩手県県有林 J-VER クレジットを取得・償却す

ることにより、CO2森林吸収を推進 

H24.6.1 
（社）東北地域環境計画研究会

［滝沢村]
１００

H24.6.1 
（社）岩手県緑友会 

［盛岡市]
１８６

H24.6.14 

（株）愛媛ＦＣ 

［愛媛県松山市]

【株式会社アドバンテック】

６

愛媛ＦＣが、平成 24 年 7 月 15 日に企画してい

る「被災地復興支援カーボン・オフセットマッ

チ」で排出する CO2排出量をオフセット 

H24.7.27 

（社）中部シニア活性化支援

機構 

［愛知県名古屋市]

【株式会社ウェイストボックス】 

２０

（社）中部シニア活性化支援機構が主催する「な

ごやマスターズデイ」イベントにおいて、健康

ウォークイベントの参加者と運営者の移動、イ

ベント用印刷物の製造で排出する CO2 量を被災

地産の J-VER でオフセット 

H24.8.10 

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

平成 24 年 10 月 7 日に神奈川県横浜市で開催さ

れた「神奈川区民まつり」において排出する CO2

量をオフセット 

H24.8.27 

（株）東北銀行 

［盛岡市]

【株式会社ＦＴカーボン】 
７

株式会社東北銀行の協賛により平成 24 年 11 月

23 日に開催される「第 71 回一関・盛岡間駅伝競

走大会（日報駅伝）」の運営により排出される CO2

排出量の一部を被災地産の J-VER でオフセット

H24.10.1 

（有）丸萬産業三島古紙セン

ター 

［静岡県三島市]

１０

「森のエコステーション」で、古紙・アルミ缶

の回収業務により排出される CO2 量をオフセッ

ト 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

H24.10.2 

カーボンフリーコンサルテ

ィング（株） 

［神奈川県横浜市]

５
サンメッセ株式会社の環境報告書の作成におい

て排出される CO2量をオフセット。 

H24.10.10 

東京都市大学等々力 

中学校・高等学校 

［東京都世田谷区]

【マイクライメイトジャパン株式会社】

１

東京都市大学等々力中学校・高等学校が「中学

２年間の学びを活かす、アクションはじめの一

歩プロジェクト」と題し、同校で実施される土

曜理数系プログラム「環境」の授業実施日（13

日分）を対象に、敷地内の全校舎で使用される

電気利用により排出される CO2量のうち、１トン

(t-CO2 )をオフセット 

H24.10.25 
富士レビオ（株） 

［東京都中央区]
３０

富士レビオ株式会社八王子事業所の平成23年度

の事業活動において排出される CO2 量をオフセ

ット 

H24.10.26 
（株）環境思考 

［三重県四日市市]
１０

山形県東根市で展開予定の「森のエコステーシ

ョン」において、地域の人々がリサイクルに取

組みながらカーボン・オフセット活動に参加で

きるシステムの構築し、リサイクル資源の持ち

込みにより排出される CO2量と「森のエコステー

ション」からの収集運搬により排出される CO2

量をオフセット 

H24.11.1 
グリーンブルー（株） 

［神奈川県横浜市]
１

平成 24 年 10 月 20 日に開催する創立 40 周年記

念式典に係る CO2排出量をオフセット 

H24.11.2 

（社）エコ食品健研会 

［神奈川県相模原市]

【株式会社アドバンテック】

３

「被災地雇用・経済支援全国行脚即売会」にお

いて、被災地の食品関連業者・水産加工業者・

飲食店等の出展者の販売先までの移動に係る

CO2排出量と商品の輸送の際に排出される CO2排

出量の一部をオフセット 

H24.11.28 

日本興亜損保（株） 

［東京都千代田区]

【株式会社リサイクルワン】

５００

日本興亜損害保険株式会社では、Eco-Net 約款等

の環境にやさしい保険サービスの利用件数に応

じて５０円／件を拠出し、保険ユーザーの生活

由来のＧＨＧ排出の一部をオフセット 

H24.11.28 

木下徳彦・麻里ご夫妻 

［東京都渋谷区]

【株式会社ＦＴカーボン】

１０

木下家・落合家結婚披露宴並びに新婚旅行にお

ける CO2 排出量の一部（オフセット量 17t-CO2

のうち 10t-CO2）を、被災地産Ｊ－ＶＥＲでカー

ボン・オフセット 

H24.11.30 

金ケ崎産直組合 

［岩手県金ケ崎町]

【カーボンフリーコンサルティング株式会社】

６
金ケ崎産直組合が実施するカーボン・オフセッ

ト付きりんごなど特産物販売に活用 

H24.12.19 

三幸食品（株） 

［東京都中央区]

【株式会社アドバンテック】

３

三幸食品株式会社が製作する「沖縄産黒糖グミ」

を被災地産 J-VER によるカーボン・オフセット

商品として販売 

H24.12.19 

（株）大阪前田製菓 

［大阪府藤井寺市]

【株式会社アドバンテック】

３

大阪前田製菓株式会社の製作商品の一部に被災

地産 J-VER によるカーボン・オフセット商品と

して販売 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

H24.12.19 

気仙沼ダンススタジオ 

［宮城県気仙沼市]

【株式会社アドバンテック】

３

気仙沼ダンススタジオが実施する仮設住宅での

出前授業等の開催により排出される CO2 排出量

３トンをオフセット 

H25.1.7 

桜美林大学 

［東京都町田市]

【マイクライメイトジャパン株式会社】

１

桜 美 林 大 学 が 、 エ コ プ ロ ダ ク ツ 2012

（H24.12.13-15、東京ビックサイト）でのブー

ス出展により排出される CO2量をオフセット 

H25.1.7 

三菱 UFJ リサーチ&コンサル

ティング株式会社 

［東京都港区]

【マイクライメイトジャパン株式会社】

１

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社

が、エコプロダクツ 2012（H24.12.13-15、東京

ビックサイト）でのブース出展により排出され

る CO2量をオフセット 

H25.1.10 

トーエイ（株） 

［愛知県東浦町]

【株式会社ウェイストボックス】

２７

トーエイ株式会社が製造する「サンドウェーブ

Ｇ」（廃ガラス瓶やガラス屑を原料としたリサイ

クルガラス造粒砂）の製造過程で使用する電力

や化石燃料により排出される CO2をオフセット 

H25.2.18 

カルビー（株）カルネコ事業部

［東京都千代田区]

【三菱 UFJ リース株式会社】

１０

自社が運営する「EVI システム」による収益で、

消費者の日常生活で排出されている CO2 量をオ

フセット 

H25.2.20 

国際ロータリー第 2750 地区

大会事務局 

［東京都大田区]

【グリーンブルー株式会社】

５２

国際ロータリー第 2750 地区が、2013 年 2 月 21

日～22 日に開催する「国際ロータリー第 2750

地区大会」を開催し、その大会の開催運営によ

り排出される CO2量をオフセット 

H25.2.25 
一般社団法人日本野球機構 

［東京都千代田区]
７２

一般社団法人日本野球機構が、「NPB Green 

Baseball Project」の一環として、プロ野球公

式戦の試合開催における空調・照明等の使用に

よる温室効果ガス排出量のうち、９回終了時点

での目標時間（３時間）超過分において排出さ

れる CO2をオフセット 

日本野球機構は、「NPB Green Baseball Project」

を通じた、2008 年からのカーボン・オフセット

H25.3.19 

日本興亜損害保険（株） 

［東京都千代田区]

【株式会社リサイクルワン】

１，２８０

日本興亜損害保険株式会社では、Eco-Net 約款等

の環境にやさしい保険サービスの利用件数に応

じて５０円／件を拠出し、保険ユーザーの生活

由来のＧＨＧ排出の一部をオフセット。 

被災地産の J-VER によるカーボン・オフセット

に取り組まれ、岩手県をはじめ８団体から合計

8,000 トン（ t-CO2 ）の J-VER を活用されまし

た。このオフセット量は日本最大規模であり、

岩手県関係では、岩手県（県有林）、大船渡市、

環境ＮＰＯオフィス町内会（岩泉町）、釜石地方

森林組合の４団体の J-VER を活用 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

H25.3.19 

環境省 

［東京都千代田区]

【株式会社リサイクルワン】

１

平成 25年 2月 5日に東京都港区で開催されたカ

ーボン・オフセットメッセージライブ 2013」の

開催・運営に係る CO2排出量の一部をオフセット

H24 年度計 ３３件 ２，６５５  

H25.4.1 

カルビー（株）カルネコ事業部

［東京都千代田区]

【三菱 UFJ リース株式会社】

７

自社が運営する「EVI システム」の「あなたが選

ぶ！森が活きる！」キャンペーンによる収益で、

消費者の日常生活で排出されている CO2 量をオ

フセット 

H25.4.10 

カルビー（株）カルネコ事業部

［東京都千代田区]

【三菱 UFJ リース株式会社】

１

自社が運営する「EVI システム」の「あなたが選

ぶ！森が活きる！」キャンペーンによる収益で、

消費者の日常生活で排出されている CO2 量をオ

フセット 

H25.5.7 

カーボンフリーコンサルテ

ィング（株） 

［神奈川県横浜市]

１

平成 25 年 5 月 11～12 日、東京都・日比谷公園

で開催される『第 2 3 回 森と花の祭典－「みど

りの感謝祭」』の自社出展に係る CO2 排出量をオ

フセット 

H25.6.4 

札幌コレクション 2013 実行

委員会  ［北海道札幌市］

【マイクライメイトジャパン株式会社】

１

「札幌コレクション 2013」の運営に係る電力使

用等により排出される CO2 量のうち１トン

( t-CO2 )をオフセット 

H25.6.11 

サンメッセ（株） 

［岐阜県大垣市]

【カーボンフリーコンサルティング株式会社】

５

サンメッセ株式会社がSMBCフレンド証券株式会

社の「地球環境債リーフレット」の印刷に係る

CO2排出量のオフセット 

H25.6.14 （株）マルサ ［北上市］ ３０
平成 24 年度の自社の活動による CO2排出量を３

年連続でオフセット 

H25.7.30 

（株）エイチ.アイ.エス 

［東京都新宿区]

【マイクライメイトジャパン株式会社】

２

株式会社エイチ.アイ.エスが企画販売する「か

わいい子には旅をさせよ」ツアー（小学４～６

年生を対象に陸前高田市でのボランティア活動

や夏祭りへの参加を内容とするツアー）の催行

により排出される CO2量をオフセット 

H25.8.19 

日本興亜損害保険株式会社 

［東京都渋谷区]

【株式会社リサイクルワン】

１００

日本興亜損害保険株式会社では、Eco-Net 約款等

の環境にやさしい保険サービスの利用件数に応

じて５０円／件を拠出し、保険ユーザーの生活

由来のＧＨＧ排出の一部をオフセット 

H25.8.20 

リンベル株式会社 

［東京都中央区]

【三菱 UFJ リース株式会社】

３１

リンベル株式会社が実施する地球温暖化防止キ

ャンペーン（贈答用ギフト対象商品１点の販売

につき、リンベル株式会社が１円を拠出）によ

る拠出金を二酸化炭素排出権の購入に充当し、

日本政府が推進する「チャレンジ 25」に貢献 

H25.9.20 

さいたま環境フォーラム実

行委員会・さいたま市・さい

たま市教育委員会 

１

さいたま市環境フォーラム実行委員会・さいた

ま市・さいたま市教育委員会が開催する「第 13

回さいたま市環境フォーラム」（2013 年 10 月 11



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

［埼玉県さいたま市]

【（株）埼玉シミズ）】 

日から 12 日、さいたま新都心駅）の開催運営に

おいて排出する CO2量をオフセット 

H25.9.20 

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）】

１０

神奈川区民まつり実行委員会が開催する「神奈

川区民まつり」（平成 25 年 10 月 13 日、神奈川

県横浜市反町公園）の開催運営において排出す

る CO2量を３年連続でオフセット 

H25.10.18 

有限会社丸萬産業三島古紙

センター 

［静岡県三島市]

１０

「森のエコステーション」での古紙・アルミ缶

の回収業務に係る CO2 排出量を３年連続でオフ

セット 

H25.10.25 

第８回エコアクション 21 全

国交流研修大会 in 北上 大

会実行委員会 

［北上市]

１２

「第８回エコアクション 21 全国交流研修大会

in 北上」における大会参加者の移動及び大会会

場での電力使用量により排出される CO2 量をオ

フセット 

H25.12.13 

（株）スタイル工房 

［東京都港区]

【マイクライメイトジャパン株式会社】

３

株式会社スタイル工房が、お客様に販売する中

古住宅についてリフォーム契約が締結された場

合、この工事期間中（約２か月間）の電気使用

により排出される CO2量をオフセット 

H26.1.17 

カルビー（株）カルネコ事業部

［東京都千代田区]

【三菱 UFJ リース株式会社】

１１

自社が運営する「EVI システム」の「ともに生き

る！」ひろげよう防災の輪！復興支援キャンペ

ーン」による収益で、消費者の日常生活で排出

されている CO2量をオフセット 

H26.3.7 

中西金属工業（株）ＥＰＤ室

［大阪府大阪市]

【株式会社ウェイストボックス】

４０

中西金属工業株式会社ＥＰＤ室が開発・製造・

販売を行う環境製品（風力発電、太陽光発電、

生ごみ処理機、リチウムイオン電池等）のうち、

生ごみ処理機１台当たり１トン、４０基分の稼

働に伴う CO2排出量をオフセット 

H26.3.7 

コレック（株） 

［大阪府大阪市]

【株式会社ウェイストボックス】 

３４

コレック株式会社が開発・生産を行う各種運搬

車両（バッテリー式フォークリフトをはじめと

する無人搬送車、ローリフト、パレット・トラ

ック）について、ピッキング車両９４台分の稼

働に伴う CO2排出量をオフセット 

H25 年度計 １７件 ２９９  

H26.4.25 

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 

H26.5.22 非公表 １０ 非公表 

H26.6.9 （株）マルサ ［北上市］ １０
平成 25 年度の自社の活動による CO2排出量を４

年連続でオフセット 

H26.6.17 

サンメッセ株式会社 

［岐阜県大垣市]

【カーボンフリーコンサルティング(株)】

５
サンメッセ株式会社がSMBCフレンド証券株式会

社のリーフ作成に係る CO2排出量をオフセット 



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

H26.6.23 

デジタルクルーズ株式会社 

[東京都新宿区]

【三菱 UFJ リース株式会社】

１

デジタルクルーズ(株)はカルビー（株）カルネ

コ事業部が運営する「EVI システム」を利用し、

日本の森林を守るために J-VER クレジットを購

入 

H26.6.30 

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】 

１３

ｼｰ･ﾃｨｰ･ﾏｼﾝ(株)が製造する照明器具の販売先で

ある中西金属工業(株)の工場で使用する照明器

具の使用に伴う CO2排出量のうち、年間排出量の

20％をオフセット 

H26.7.28 
富士レビオ（株） 

[東京都中央区]
１０

みらかグループの富士レビオ㈱／㈱エスアール

エル共同実行委員会が開催する『エスアールエ

ル・富士レビオ夏祭り2014－夏のＷＡ！祭2014』

で間接的に排出される CO2をオフセット 

H26.9.1 
(株)オリエンタルランド 

[千葉県浦安市]
２００

自主的に設定した CO2 削減目標への未達成分の

オフセットをするもの。 

H26.9.5 

デジタルクルーズ株式会社 

[東京都新宿区]

【三菱 UFJ リース株式会社】

１

デジタルクルーズ(株)はカルビー（株）カルネ

コ事業部が運営する「EVI システム」を利用し、

日本の森林を守るために J-VER クレジットを購

入 

H26.9.5 

株式会社コングレ 

[東京都千代田区]

【株式会社ウェイストボックス】 

１０
愛知県名古屋市で開催される ESD ユネスコ世界

会議に係る CO2排出量をカーボン・オフセット 

H26.9.19 

埼玉シミズ株式会社 

[埼玉県さいたま市]

【カーボンフリーコンサルティン

グ株式会社】 

１
さいたま市環境フォーラムの開催に係る CO2 排

出量のカーボン・オフセット 

H26.9.25 
株式会社マルエツ 

[東京都豊島区]
２０

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26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

をカーボン・オフセット 

H26.11.25 
大和リース滋賀支部協力会

［滋賀県守山市] 
１０

大和リース滋賀支部協力会において実施するカ

ーボン・オフセットに充当 

H27.3.4 

カルビー（株）カルネコ事業部

［東京都千代田区]

【三菱 UFJ リース株式会社】

２０

日本の森と水と空気を守る環境貢献型プラット

フォーム「ＥＶＩ」を通して、森林保全活動へ

資金を還流します。 

①デジタルクルーズ(株)はカルビー（株）カル

ネコ事業部が運営する「EVI システム」を利用

して J-VER を購入し、日本の森林を守ってい

ます。（３t-CO2） 

②カルビー(株)カルネコ事業部による、自社の



年月日 企 業 名 販売数量 購 入 目 的 

ＰＯＰ事業（店頭への実需調達）の収益の一部

（10t-CO2） 

③森永乳業株式会社による「MOW を食べてくつろ

ぎ時間プレゼントキャンペーン」の収益の一部

（１t-CO2） 

④「ともに生きる！」広げよう防災の輪！復興

支援キャンペーン（６t-CO2） 

三菱 UFJ リース株式会社 

［東京都千代田区]
１４

「秩父宮賜杯第46回全日本大学駅伝対校選手権

大会」イベントのカーボン・オフセット 

H27.3.12 
岩手県農業協同組合中央会 

［盛岡市]
２

地産地消の一環として、「純情いわて農産物」を

カーボン・オフセット商品として販売 

H27.3.23 

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 

H26 年度計 １６件 ３２９  

合計 ７７件 ３，４４９ ※平成 22 年度から平成 26 年度までの合計 

 


