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埼玉県排出量取引セミナー 

 

 

排出量取引の留意点について 

 

マイクライメイトジャパン株式会社 

Tel: 03-6228-3616  fax: 03-6228-3388 

mail: info@myclimate.jp 

URL: http://www.myclimate.jp/ 



©Copyright myclimate Japan Co., Ltd. 2015 

 2011年11月11日、株式会社エコノスはスイスのオフセットプロバイダーmyclimateとの共同
出資による地球温暖化対策関連技術・サービスの提供に特化した新会社を設立いたしました。 

90%出資 10%出資 

【株式会社エコノス（本社：札幌）】 

＜設立＞ 

 1964年  

＜事業内容＞ 

1. リユース事業 

• ブックオフコーポレーション、ハードオフコーポレー
ションのFCを北海道にて61店舗を展開（15.4現在）。 

2. カーボン・オフセット事業 

• 日本のカーボン・オフセット元年である2008年から
事業開始。 

• 2010年7月、スイスのカーボン・オフセットプロバイ
ダーであるmyclimateと業務提携。 

【NPO法人myclimate（本社：スイス チューリッヒ）】 

＜設立＞ 

 2002年 

＜事業内容＞ 

• 2002年にスイス連邦工科大学（ETH）の事業からス
ピンアウトした非営利団体。 

• イギリス調査会社ENDSから、世界170社のうち、
もっとも質の高いクレジットを提供するtop3社のうち
の1社として評価。 

• 顧問（patronage committee member）として、 

スイス環境・交通・エネルギー・通信大臣のDoris 

Leuthard、ノーベル平和賞を取ったDr. Muhammad 

Yunus、WWF International 元議長 Dr. Claude 

Martinが参加。 

2011年11月11日設立 

マイクライメイトジャパン会社概要(1/2) 
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【設立】  2011年11月11日 
【資本金】 1,000万円 
【売上】 334百万円（15年3月決算） 

 
【役員構成】 取締役会長  長谷川 勝也         （株式会社エコノス代表取締役社長、 
                   一般財団法人東亜総研理事） 
 代表取締役社長 服部 倫康 
 取締役     レネ エスターマン      （スイスNPO法人myclimate CEO） 
 取締役   万行 輝彦 
 取締役   シュテファン バオマイスター （myclimate Deutschland GmbH CEO） 
 監査役   新行内 宏之    
 顧問   大塚 和彦 （元通商産業研究所次長・通商産業大臣官房審議官、 
             元株式会社トーメン代表取締役専務取締役） 
 顧問   黒田 大三郎（元環境省自然環境局長）  
 顧問   槇田 邦彦 （元外務省アジア大洋州局長） 

 
【拠点】 国内‐東京本社、札幌事務所、京都事務所 
 国外‐エチオピア、ケニヤ 

 
【関係会社】  エコノスチャイナ（野空乐使环保信息咨询（上海）有限公司） 

 
【役員・従業員数】合計20名（15年3月現在） 

 
【理念】  ビジネスを通じて、持続可能な未来を実現する       

            
【ビジョン】 100年後の子供たちに「ありがとう！！」と言われる会社になる   

マイクライメイトジャパン会社概要(2/2) 

 経験豊富な取締役・顧問を迎え、国内外に拠点を配置し、全国にサービスを展開しております
。 
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 弊社と取引のあるクライアント様を一部ご紹介いたします。 

 環境省の平成26年度カーボン・オフセット認証取得支援事業において採択実績17件の実績
がございます。 

マイクライメイトジャパンのお取引実績 
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 共同出資元のスイスNPO法人 myclimateを中心に10カ国のパートナーによる世界的ネッ

トワークを有しております。 

・Germany - myclimate Deutschland gGmbH  

・Greece – Centre for Sustainability and Excellence 

・India - ZenithEnergy  

・Japan – myclimate Japan  

・Luxembourg – MyClimateLux  

・Norway – Framtiden i våre hender 

・Sweden – U&W 

・Switzerland - Foundation myclimate   

・Switzerland(French part) - ecoLIve 

・Turkey - myclimate Türkiye 

・United Arab Emirates – Farnek Avireal 

myclimate ネットワーク （国名‐事業者） 

myclimateのネットワークについて 
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マイクライメイトジャパンの特徴①（東京都排出量取引の豊富な経験） 

 削減目標未達成事業者さま 

- 排出量取引にあたるクレジット調達のご支援を行います。埼玉県・東京都の各クレジット
のお取り扱いが可能です。 

- よって埼玉県の取引状況にかかわらず（東京都側からの）クレジットご提供が可能です。 

 東京都ETSにおける取引実績 

- 東京都ETS（排出量取引制度）における超過削減量のクレジット調達と提供の仲介業務を
実施し、排出量市場の取引実態を熟知しております。 

- すでに複数件の取引実績があります。 

 実績の一例 
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# 業種 ケース 

未達成事業者 A社（施設） 2015年度予算で購入したいため。義務履行を早期に実施。 

B社（施設） 第2期の達成が厳しい見通しのため、現在のクレジット取引価格をふ
まえ2期分を一括して購入することに決定。 

C社（病院） 2015年度初の市場価格で予算を確保していたため、現時点での購入
を実施。 

超過削減量クレ
ジット発行者 

- 供給過多になり発行済みクレジットが全く売れないことを懸念。提
供価格を下げても販売したいとの要望。 

- 第2計画期間を踏まえても確実に目標達成するため、販売できるもの
なら実施したい。 
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参考＞東京都ETSの現状 

 ①需要と供給 

- 供給過多の状況 

- 目標未達成事業者＞ 

- 義務履行を控え今まで様子見の状況だったものの、取引が活性化しつつある。 

- 移転等のリードタイムを踏まえ、2016年6月くらいまでの購入が必要な状況。 

 ②価格 

- 下落傾向。トン数に応じた相対取引での売買が中心。 

- 東京都セミナーにおける最新価格動向は3,000～4,000円/t-CO2の状況。 
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項目 説明 H27.6 H27.11 

クレジットの需要見込量 第一計画期間の義務履行に際し
てクレジットの購入等が必要と
なる量 

約20～30  
 

超過削減量の発行見込量  第一計画期間中に発行されうる
超過削減量の総量  

約953  

超過削減量の供給見込量  超過削減量の発行見込量のうち
取引の対象となる量（うち、積
極的な販売意向のある量）  

約154（約35)   約127（約52)   

需給量推計結果：東京都排出量取引セミナー発表値(参考） 



©Copyright myclimate Japan Co., Ltd. 2015 

 取引可能なクレジットはすべてお取り扱いいたします。特に超過削減量・再エネクレ
ジット・県外クレジット・東京連携クレジットといった各クレジットを販売・購入でき
る体制を整えております。 

マイクライメイトジャパンの特徴② 複数のクレジット取り扱い可能な体制 

種類 概要 弊社の特徴 

超過削減量 
（県内・東京

連携） 

特定地球温暖化対策事業所における、
年度毎の削減義務量を超過した削減
量 

• 特定事業所を保有する事業者様より、
まとまったクレジット量の調達が 
可能です。 

中小 
クレジット

（県内・東京
連携） 

指定地球温暖化対策事業所（中小規
模事業所）における、熱源や空調、
照明設備の更新や新設備の導入等の
自主削減努力による削減量 

• 弊社において創出いたしました 
クレジット等のご提供及び 

  小ロットからのクレジットの調達も 
  可能です。（東京連携のみ） 

再エネ 
クレジット 

太陽光、風力、水力、地熱及びバイ
オマスの再生可能エネルギーで創出
された電気の省エネルギーやCO2排
出削減といった付加的な「環境価
値」をクレジット化したもの 

• 再エネ関連事業者様との連携実績もあ
り、ご希望に応じたクレジットの調達
が可能です。 

ご要望に応じて、クレジットの種類を問わず、 
小ロットから大ロットまでクレジットの調達をさせていただいております。 

＜主なクレジットにおける弊社の特長＞ 
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 豊島区及び立川市の都内中小クレジット支援事業者に選定され、複数のクレジット創
出に携わっております。 

 少ロットのお引き合いにお使いいただけます。 

マイクライメイトジャパンの特徴③ 都内中小クレジットの創出支援の実績 

＜クレジット創出支援対象事業者様概要＞ 

番号 企業名 事業所概要 削減対策 申請年度※ 
削減見込量 
（t-CO2） 

1 日本加除出版 出版社 空調・換気設備改修 2012 12 

2 菊川園 茶類小売業 照明・電気設備改修 2012 3 

3 株式会社たからや 質屋 照明・電気設備改修 2012 9 

4 昭和ホテル 旅館・ホテル 照明・電気設備改修 2012 15 

5 若草保育園 保育所 照明・電気設備改修 2012 15 

6 塩田屋 食料品小売業 照明・電気設備改修 2012 15 

7 キンエービル 複合施設 空調・換気設備改修 2014 26 

8 オリオン書房 書店 照明・電気設備改修 2014 12 

9 石塚家具店 家具店 空調・換気設備改修 2014 10 

※東京都へのクレジット創出を行う、事業所範囲の認定申請年度を表記。 
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マイクライメイトジャパンの特徴④（ご利用いただくメリット） 

Q & A 
 

Q．県外からもクレジットを購入できるのか。 

A．弊社は埼玉県のみならず、東京都排出量取引制度において、クレジットの管理口座を開設
し保有するクレジット販売・仲介事業者です。 

 

 

 

          

Q．クレジットの購入手続きには何が必要となるのか。 

A．弊社との契約１本のみでご購入いただくことが可能です。 

 

 

 

Q．クレジットの価格はどのくらいとなるのか。仲介手数料はあるのか。 

A．各調査による市場想定価格（適宜公表）よりも、仲介手数料を含めて競争力のある形での
ご提供を行っております。 

 

 

東京都のHPに掲載※1されているクレジット販売・仲介事業者であり、信頼性を担保し
たクレジット管理を行います。また東京都ではクレジット2,500トンまでを上限として
販売しておりますが、弊社では多量のクレジットを一括で調達することができます。 
※1 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/attachement/tyuukaiichiran2014.pdf 

ご要望のクレジットを全て弊社で調達するため、クレジットを保有する複数の事業者様
との煩雑な手続きが不要となります。 

クレジット販売・仲介事業者である弊社では、複数のクレジット調達先を保持している
ため、多量のクレジットの調達を確保し、リーズナブルなご提供が可能となっておりま
す。量・価格のみならず、契約手続き方法等クレジットの調達についてまとめてご相談
いただけます。 
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カーボン・オフセット協会 
オフセット・プロバイダー 

プログラム 
一般財団法人東亜総研 

 合計12社 

 オフセットプロバイダーとしての信頼性の確保のため、以下の制度、団体に所属しております。 

 オフセット・プロバイダープログラムとは、環境省の設定したカーボン・オフセット制度の中のオフ
セット・プロバイダー基準に適合しているオフセット・プロバイダーの情報を公開するプログラムです。    

マイクライメイトジャパンの特徴⑤ 信頼性の確保 

 他にカーボン・オフセットを社会全体への広がりへ進めるために設立された「カーボン・オフセット推進ネットワーク」に所属 

代表理事 武部 勤 
（一般社団法人日本ベトナム経済フォーラム名誉会長 

株式会社東急総合研究所顧問 前衆議院議員） 

プロバイダー会員 11社 

プロバイダー準備会員  3社  

普通会員 3社1自治体  

11 
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第二計画期間 

排出量取引の実施時期と手順 

 目標達成確認期限近くでのクレジット調達のリスク分散のため、早期からの分割購入等の対応をお薦め
します。 

第一計画期間 

2012年
4月 

2015年 
3月末 

2014年 
7月末 

2019年
3月 

目標達成状況確認期間 

2016年 
9月末 

14年度実績報告書・15年度計画書 
提出期限 目標達成 

確認期限 

指定管理口座 
開設期限 

埼玉県 
1.指定管理口座 
 開設申請書 
2.一般管理口座 
 開設申請書 

口座開設 

クレジット 
発行 

指定管理口座 

※青文字は各手続きに必要となる埼玉県への提出書類です。 
（参考） 都の申請標準処理期間は口座開設：約3週間、その他：約2週間ですが、時期等により1ヶ月程度かかる可能性もあります。 

5.振替可能削減量等 
 発行等申請書 

クレジット 
移転 

一般管理口座 

6.振替可能削減量 
 振替申請書 
 （A社指定→A社一般） 

7.振替可能削減量 
 振替申請書 
 （A社一般→弊社一般） 

クレジット販売事業者（A社） 

売買契約 

クレジット 
移転 

一般管理口座 

8.振替可能削減量 
 振替申請書 
 （弊社一般→B社一般） 

3.指定管理口座 
 開設申請書 
4.一般管理口座 
 開設申請書 

口座開設 

充当 

指定管理口座 

10.充当申請書 
 （B社指定→埼玉県） 

クレジット 
移転 

一般管理口座 

9.振替可能削減量 
 振替申請書 
 （B社一般→B社指定） 

クレジット購入売事業者（B社） 

売買契約 

申請 

申請 

申請 

口座開設～クレジット発行～クレジット移転～充当（最短6ヶ月間程度を想定）  

A社及びB社との売買契約手続きは
クレジットの発行・移転手続きと併
行実施 

12 

保有クレジット量は「削減量口座簿記録
事項証明書交付申請書」により確認 
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マイクライメイトジャパン株式会社 

 セールス＆コミュニケーショングループ 

 

 TEL：03-6228-3616 

 FAX：03-6228-3388  

 Mail：carbonoffset@myclimate.jp 

 HP  ：http://www.myclimatejapan.com 

 営業時間 :平日 9:00-18:00（祝日・年末年始を除く） 

 

  

お問合せ先は・・・ 

mailto:carbonoffset@myclimate.jp
http://www.myclimatejapan.com/

