
 
 

グリーン電力証書システムの新規契約について 
～新たに11団体と契約締結～ 

平成 18年 4月 19日 
日本自然エネルギー株式会社 

 
 
 
日本自然エネルギー株式会社（社長：正田 剛，本社：東京都中央区）は，企業・自治体等の環境対策

として自然エネルギーによる発電を受託・グリーン電力証書を発行する｢グリーン電力証書システム｣を展

開してまいりましたが，この度新たに 11団体（うち追加購入 2団体）のお客さまと年間 193.5万 kWh
（一般家庭約 540 軒分の電力消費量に相当）のバイオマス発電によるグリーン電力証書についての委託
契約を締結いたしました。 

 
この結果，先に公表している三共株式会社，株式会社セガ，ボッシュ株式会社，日本畜産興業株式会社，

OORONG-SHA，日本コムシス株式会社（関東中支店），明電興産株式会社（沼津支社，名古屋支店），
クエストルーム株式会社，株式会社研恒社，エコー電子工業株式会社（リサイクルセンター），OneWorld 
国際環境ビジネスネットワークを含めて，平成 17年度の新規契約は団体数で 22団体，契約電力量で年
間 554.8万 kWh（追加契約分含む）となりました。 

 
これにより，契約数は合計 75団体，契約量は 5,575.7万 kWh／年（一般家庭約 15,500軒分の電力消
費量に相当），予想される二酸化炭素削減量は年間約 21,600トンとなります。  

 
日本自然エネルギーでは，今後もグリーン電力証書を利用した新たな環境対策をご提案し，自然エネル

ギー導入にご賛同いただくお客さまとともに，自然エネルギーを育てる取り組みを積極的に行ってまいり

ます。 
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＜新規加入団体・契約電力量（年間）＞ 

UFJセントラルリース株式会社         100万 kWh 
株式会社タイトー（海老名開発センター） 22万 kWh 
株式会社河合電器製作所 10万 kWh 
株式会社アベンティ 3.1万 kWh 
ZUTTO株式会社               3.0万 kWh 
株式会社ガウディ 2.3万 kWh 
スカンジナビア政府観光局           1.0万 kWh 
社団法人日本アロマ環境協会事務局 0.5万 kWh 
ネクストジャパン株式会社           0.5万 kWh 
（SOUL AND MOTION DANCE STUDIO)        
 

＜追加契約分＞ 
朝日新聞社                  50万kWh 
株式会社ニューポート             1.1万kWh 

                  合計（11団体）              193.5万 kWh 
 
 
 
 

以  上 
 

【お問い合わせ先】 
日本自然エネルギー株式会社 
東京都中央区日本橋室町 3-1-6  

燐酸倶楽部ビル 4F 
03-3510-0351 

担当：今井，戸塚 
日本自然エネルギー株式会社ホームページ http://www.natural-e.co.jp 



「グリーン電力証書システム」についてご契約いただいた団体（H18 年 3 月末現在） 

団体名(契約量，50音順)                               年間契約量           

ソニー株式会社 550万 kWh（風力） 

アサヒビール株式会社 330万 kWh（風力） 

株式会社ホールネットワーク（Zepp） 240万 kWh（風力） 

セイコーエプソン株式会社 200万 kWh（風力） 

トヨタ自動車株式会社 200万 kWh（風力） 

日本ガイシ株式会社 200万 kWh（風力） 

エム・ティー・ディー有限会社              170万 kWh（風力） 

富士ゼロックス株式会社 170万 kWh（風力） 

積水ハウス株式会社 144万 kWh（バイオマス） 

株式会社リコー 125万 kWh（風力＋バイオマス） 

株式会社朝日新聞社 120万 kWh（風力＋バイオマス） 

エーザイ株式会社 100万 kWh（風力） 

株式会社関電工 100万 kWh（風力） 

越谷市 100万 kWh（風力） 

三共株式会社 100万 kWh（バイオマス（バガス）） 

住友金属鉱山株式会社 100万 kWh（風力） 

住友商事株式会社 100万 kWh（風力） 

株式会社西友 100万 kWh（風力） 

株式会社 セガ 100万 kWh（水力＋バイオマス） 

ダイドードリンコ株式会社 100万 kWh（風力） 

東京海上日動火災保険株式会社 100万 kWh（風力） 

東京ガス株式会社 100万 kWh（風力） 

東京電力株式会社 100万 kWh（風力） 

株式会社 東芝 100万 kWh（バイオマス） 

東武鉄道株式会社 100万 kWh（バイオマス） 

日本 IBM株式会社                    100万 kWh（バイオマス） 

日本ユニシス株式会社 100万 kWh（風力） 

ハザマ 100万 kWh（風力） 

株式会社 日立製作所 100万 kWh（風力） 

富士電機システムズ株式会社 100万 kWh（バイオマス） 

ボッシュ株式会社 100万 kWh（バイオマス） 

前田建設工業株式会社 100万 kWh（風力） 

株式会社 三井住友銀行 100万 kWh（風力） 

三井物産株式会社 100万 kWh（風力） 

三菱地所株式会社 100万 kWh（風力） 

三菱重工業株式会社 100万 kWh（風力） 

株式会社 山武                     100万 kWh（バイオマス） 



UFJセントラルリース株式会社        100万 kWh（バイオマス（バガス）） 

Music On! TV 70万 kWh（風力） 

宗教法人生長の家            60万 kWh（風力） 

ヤンセンファーマ株式会社                 60万 kWh（バイオマス） 

池内タオル株式会社 25万 kWh（風力） 

株式会社タイトー（海老名開発センター） 22万 kWh（バイオマス） 

板橋区（エコポリスセンター） 20万 kWh（風力） 

日本畜産興業株式会社 20万 kWh（バイオマス） 

OORONG-SHA 16万 kWh（バイオマス） 

株式会社 愛工大興 15万 kWh（風力） 

株式会社 エプコ 15万 kWh（バイオマス） 

日本コムシス株式会社（関東中支店） 12万 kWh（バイオマス） 

大阪ゼロックス株式会社 10万 kWh（風力） 

株式会社 河合電器製作所 10万 kWh（バイオマス） 

有限会社糺書房 10万 kWh（風力） 

社団法人 日本自動車連盟(JAF) 10万 kWh（バイオマス） 

日本風力開発株式会社 10万 kWh（風力） 

明電興産株式会社（沼津支社、名古屋支店）        7.0万 kWh（バイオマス） 

EditNet株式会社 5.8万 kWh（風力＋バイオマス） 

株式会社アベンティ 3.1万 kWh（バイオマス） 

池中建設株式会社 3.0万 kWh（バイオマス） 

クエストルーム株式会社 3.0万 kWh（バイオマス） 

ZUTTO株式会社 3.0万 kWh（バイオマス） 

茨木縫製株式会社 2.5万 kWh（バイオマス） 

株式会社ニューポート 2.5万 kWh（バイオマス） 

株式会社ガウディ  2.3万 kWh（バイオマス） 

株式会社アバンティ 2.0万 kWh（風力） 

株式会社 研恒社 2.0万 kWh（バイオマス） 

株式会社 市瀬 1.0万 kWh（風力） 

スカンジナビア政府観光局 1.0万 kWh（バイオマス） 

木村電機株式会社                     0.6万 kWh（バイオマス） 

エコー電子工業株式会社 リサイクルセンター 0.5万 kWh（バイオマス） 

ジャパン・フォー・サステナビリティ          0.5万 kWh（風力） 

社団法人 日本アロマ環境協会事務局 0.5万 kWh（バイオマス） 

ネクストジャパン株式会社 0.5万 kWh（バイオマス） 

（SOUL AND MOTION DANCE STUDIO) 

株式会社 ビアス                    0.5万 kWh（バイオマス） 

OneWorld国際環境ビジネスネットワーク 0.3万 kWh（風力＋バイオマス） 

学校法人足利工業大学（総合研究センター風と光の広場） 0.1万 kWh（風力）      

合  計（75団体） 5,575.7万 kWh 


