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再生可能エネルギー電力証書の利用

⾃社の経営や事業活動を環境貢献型のスタイルにシフトするために …

＞ クリーンな電気を使⽤できれば …
＞ 再⽣可能エネルギーを取り⼊れられないか …
＞ ⾃社が排出するCO2の削減ができないか …

？

どうやって︖︖
何から⼿をつければ︖︖

再エネ電⼒証書 の取得で お取引先様やステークホルダーに
⾃社のECOアクションを発信できます︕
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再生可能エネルギー電力証書 ご利用メリット

再エネ証書の利⽤とCO2削減は
SDGsの⽬標達成アクション

に貢献します。

再エネ電⼒証書は
再エネ100宣⾔ RE Action

の取り組みにカウントできます。

環境貢献に関する取り組みを国内外の
取引先様やステークホルダーに伝える

ことができます。 環境貢献評価・グリーン経営

再生可能エネルギー電力証書 ご利用シーン

☑SBT、CDP、RE100参加事業者
☑本社オフィスの年間電⼒使⽤量
☑レンタルサーバーの電⼒使⽤量
☑学校や教育施設で使⽤する電⼒
☑イベント会場などでの電⼒使⽤
☑⼯場や製造設備で使⽤する電⼒
☑商品の製造や保管時の使⽤電⼒
☑冷蔵・冷凍設備で使⽤する電⼒

☑マンション共⽤部の電⼒使⽤量
☑建設、⼯事現場で使⽤する電⼒
☑レストラン、居酒屋の電⼒使⽤
☑美容・健康サロンでの使⽤電⼒

電気を使⽤している全て
の事業活動でご利⽤可能

気候変動イニシアティブ
スコープ２ガイダンス

に対応した証書
として使⽤できます。

温 対 法温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の
調整後排出量（t-CO2）

に算⼊することができます。



再生可能エネルギー電力証書とは

企業や事業者様がお使いになる電⼒は、⼀定量の⼆酸化炭素（CO2）排出負荷
を持っています。この電⼒に対して、太陽光発電などによって⽣み出されたCO2
負荷のない電⼒価値を割り当てることで、使⽤した電⼒を CO2ゼロ電⼒にした
または 再エネ100%の電⼒を使⽤した とすることができます。

CO2を排出しない
電 ⼒ の 価 値

CO2排出を伴う
電 ⼒ 使 ⽤

証書
発⾏

CO2ゼロ
電力使用

環境経営
再エネ100%

CO2削減
オフセット

再生可能エネルギー電力証書 発行スキーム

eco
ショップ

お申し込みいただいた電⼒分をCO2ゼロ電⼒、再エネ100%電⼒にするために、必要となるＪ-
クレジットを確保し、お客様の電⼒に割り当てるためのシステム処理（無効化）を⾏います。

無効化処理の後、Ｊ-クレジット制度から発⾏される「無効化通知書」と事務局が発⾏するオリ
ジナル証書を、再⽣可能エネルギー電⼒証書としてお客様へお届けします。

尚、無効化通知書の他に、当サイトオリジナルの再⽣可能エネルギー電⼒証書に関するロゴ
マーク等を併せてご提供します。（オリジナルロゴマークはホームページ等でご利⽤いただけます）

CO2
KWh

CO2

KWh

私共のサービスでは、この電⼒価値にＪ-クレジットを使⽤し「再⽣可能エネ
ルギー電⼒証書」として提供することで、お客様のカーボンニュートラルへ向け
た取り組みを⽀援します。

再エネ電力証書

発行事務局
株式会社カーボントレード

お申込み(kWh)
お⽀払い

再エネ電⼒証書

無効化
通知書

Ｊ-クレジット制度運営
削減プロジェクト認証
CO2排出削減量認証
クレジット登録簿運営

事務局保有
環 境 価 値

（Ｊ-クレジット）

無効化

無効化通知書

無効化
通知書

ご 利 ⽤ 者 様

再エネ電⼒価値

ご利⽤者様
ホームページ等 CO2

KWh
オリジナル証書



証書メニュー・価格表

お客様指定の電⼒使⽤量（kWh） ご提供単価（円/kWh）

5,000 kWh 〜 50,000 kWh 4.2 円/kWh

50,001 kWh 〜 500,000 kWh 4.0 円/kWh

500,001 kWh 〜 1,000,000 kWh 3.8 円/kWh

1,000,001 kWh 〜 2,000,000 kWh 3.6 円/kWh

2,000,001 kWh 以上 別途お⾒積り

※ お申込みは5,000kWh以上から申し受けます。
※ 販売単価は予告なく変更することがあります。
※ ご発注ごとに別途再エネ電⼒証書発⾏⼿数料 15,000円（税別）がかかります。
※ CO2削減価値のカーボンオフセット証書（オプション）をご希望の場合、別途証書発⾏⼿数料

15,000円（税別）がかかります。
※ ご提供するＪ-クレジットの認証番号およびシリアル番号は事務局の⽅で決定し割り当てます。

*1) 家庭⽤の太陽光発電設備等、⼩規模な太陽光発電を取りまとめて⼀括でＪ－クレジットを創出する⼿法で、
「プログラム型プロジェクト」といいます。プログラム型プロジェクトでは以下のようなメリットがあります。

１）単独では⾮現実的な⼩規模な削減活動からＪ－クレジットを創出
２）削減活動を随時追加することでプロジェクトの規模拡⼤が可能
３）登録や審査・認証等にかかる⼿続・コストの効率化が可能

https://japancredit.go.jp/data/pdf/credit_001.pdf

*2) Ｊ-クレジット制度は、省エネ・再エネ設備の導⼊や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収量を
クレジットとして認証する制度で、2013年度より経済産業省・環境省・農林⽔産省が運営しています。
詳しくは、下記のＪ-クレジットサイトをご参照下さい。

プログラム型太陽光発電設備の導⼊(*1)によって創出され、Jークレ
ジット制度(*2)認証委員会にてCO2排出削減吸収量を環境価値として認
証された、再エネ電⼒由来のJークレジットです。
このJークレジットには再エネ電⼒量の情報が含まれています。

認証委員会 審査・認証

プログラム型太陽光発電

CO2

再エネJ-クレジット

kWh



お申込み（ご購入）の流れ

ご利⽤者様 再エネ電⼒証書 発⾏事務局
（株式会社カーボントレード）

Ｊ-クレジット制度
事務局

・電⼒を消費した対象
・消費した電⼒量
・契約電⼒会社、CO2係数
・再エネ電⼒証書への記載情報

▼

お申込み内容確認
再エネ電⼒証書算定

Ｊ-クレジット引当
Ｊ-クレジット無効化申請 Ｊ-クレジット

無効化処理

再エネ電⼒証書発⾏

再エネ電⼒証書
ご利⽤

お⽀払い

5営業⽇
以内

10営業⽇
以内

10営業⽇
以内

ご確認

申込書
（⾒積照会）

⾒積書
（兼 発注書）

再エネ
電⼒証書
サンプル

ご発注

発注書

無効化
通知書

無効化
通知書

請求書
ｻｲﾄ10⽇無効化

通知書
請求書
ｻｲﾄ10⽇

お申込書・ご発注書は当⽅
所定の様式をご提供します



お申込み 様式・記入例

上記お申込書にもとづき、お⾒積書を発⾏します。



再エネ電力証書として発行、ご提供する内容

ロゴ・バナー
バナーは、さまざまな会社のホームページや会社案内
で利⽤し易いよう、複数のデザイン、規格サイズのもの
を⽤意します。

再⽣可能エネルギー電⼒使⽤証明書

●●●●●●株式会社 殿

下記の通り、⼆酸化炭素（CO2）ゼロ電⼒
の使⽤に取り組まれたことを証明します。

発⾏⽇︓2022年04⽉05⽇

【 Ｊ-クレジット情報 】
認証番号 ︓ 9999999
再エネ電⼒値 ︓ 9,999.9 kWh/t-CO2

クレジット量 ︓ 999 t-CO2
削減⽅法論 ︓ EN-R-002 太陽光発電設備の導⼊
シリアル番号 ︓ JCL-400-000-000-000-000 – JCL-400-000-000-000

審査機関 ︓ 第三者審査機関名称
認証機関 ︓ Ｊ-クレジット制度認証委員会

証明書発⾏事業者
株式会社カーボントレード
代表取締役 建⽯ 俊之

【 電⼒使⽤情報 】
使⽤サイト ︓ ●●●●●●倉庫
使⽤⽤途 ︓ 倉庫の空調および冷蔵設備稼動
使⽤期間 ︓ 2022年XX⽉XX⽇〜2022年XX⽉XX⽇
使⽤電⼒量 ︓ 999,999kWh

無効化通知書

再エネ電⼒証書

※ 再エネ電⼒証書およびロゴ・バナーの内容はサンプルであり、実際の記載内容や
デザインは異なる場合があります。また予告なく変更する場合があります。

※ 無効化通知書はＪ-クレジット制度における様式となっています。



再エネ電⼒証書 発⾏事務局

株式会社カーボントレード
東京都港区⾚坂3-21-20 ⾚坂ロングビーチビル4F

TEL 03-5797-7768
FAX 03-5797-7769
http://carbontrade.co.jp/

販売代理店

東京都千代⽥区神⽥⼩川町3-2 ⼤丸ビル4F
TEL 03-5577-2061 FAX 03-5577-2065
Webお問合せ
https://kankyo-keizai.jp/contactus
https://kankyo-keizai.jp/

株式会社カーボントレードと環境経済株式会社は、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、
Ｊ-クレジットを利活⽤する事業を協同で進めています。

CarbonPASS は、カーボンニュートラルへ向けた様々なアクションを広く伝
えるシンボルマークで、グリーンでエコロジーなライフスタイルを表現します

Jonathan Barnbrook ジョナサン・バーンブルック
－ CarbonPass ロゴマーク デザイナー －

プロフィール 六本⽊ヒルズなどのロゴデザインを⼿掛ける http://www.barnbrook.net/

私は、デザイナーが今こそ社会にポジティブな貢献をしなければならないと考えています。
その意味で今回、カーボンパスロゴデザインをさせていただけたことは、私にとっても光栄です。
地球温暖化は、⼈類が直⾯する最⼤の課題。カーボンパスだけで問題を解決することはできなくても、
カーボンパスを利⽤するという私たちの⾏動は、間違いなく世界に良い影響を与えるでしょう。


