
支援の対象となるプロジェクトは、日本国内のJ-VER制度およびJ-クレジット制度に登録されたプロジェクトを用いており、すべて
日本国政府により認証された、信頼の高いプロジェクトです。  

実績のあるプロジェクト例

プロジェクト実施場所：
プロジェクトタイプ：
オフセット対象：

クレジットの承認プログラム名：
クレジットのタイプ：
クレジットの無効化：

岩手県大船渡市
木質バイオマス燃料転換プロジェクト・削減系J-VER
消費者の生活で排出される温室効果ガスの一部
事業者の運輸時に排出される温室効果ガスの一部
J-VER制度、J-クレジット制度
J-VER、J-クレジット
日本国政府の無効化口座に移転

※支援プロジェクトに関する詳細は、弊社ウェブサイトをご覧ください。
URL：http://www.sato.co.jp/products/ecomatch/support.html

支援プロジェクトについて

カーボンオフセット付きリストバンドとは

カーボンオフセットロゴ
サトーで作成したカーボンオフセット付きサプライには右記のロゴを付け、
カーボンオフセットの取り組みを表します。

ロゴコンセプト：双葉が自然環境を表し、色の無い葉から出た矢印が色のある葉に
向かっている様子はカーボンオフセットが自然や環境を補うための
活動であることをアピールしています。

17.04 B初（CC）

■このカタログの記載内容は2017年4月現在のものです。
■製品改良のため断りなく仕様を変更することがありますのでご了承ください。
■いかなる形式でも本誌の一部または全部の複製および無断転載をお断りいたします。
■日帰りくんはサトーホールディングス（株）の登録商標です。
■記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。

カーボンオフセット付きサプライ

100gってどのくらいなの？ ブナの木が1日に
吸収するCO2量 ※5

ペットボトル（500ml）の
体積に相当するCO2量

サトーのカーボンオフセット付きリストバンドには、CO2削減価値が付加されています。病院やクリニックの外来患者や健診、人間
ドックの利用者は、このリストバンドを通してCO2削減に貢献できます。

約3本分約3本分 約100本分約100本分

どうやって削
減

すればイイの
？ CO2１㎏＝0.５円

使い切りの運用を考慮してエコに配慮した
カーボンオフセット付きリストバンドは、
使用者数×CO2100グラム分の削減に
貢献できます。

人は１日の生活で約６kgのCO2を排出
しています。日々の削減努力はとても大事
ですが、もっと減らすにはどうすれば良い
のでしょう？

クリーンエネルギー事業(例：風力発電）
などのCO2削減プロジェクトを資金的に
支援することで、自身の排出量を相殺する
ことをカーボンオフセットといいます。

サトーの外来リストバンド「日帰りくん」と
「ソフトタイプリストバンド（手書き用）」は、
1本につき100gのCO2削減価値が付加
されています。

冷暖房調節

電灯をこまめに消す

CO2削減価値が付加されたシール・ラベル、タグ・チケット
などのサプライでCO2を削減



サトーのカーボンオフセット付きサプライを使えば、
カーボンオフセットの取り組みにかかる業務の手間を
かけずにお客様に手軽にエコ活動に取り組んでいた
だけます。「ＣＯ２削減価値」の大口購入負担もあり
ません。小口支援から、手軽＆手頃に取り組んでいた
だけます。

手軽＆手頃なＥＣＯ

カーボンオフセット付き商品を販売する際は、環境省が定める情報提供ガイドラインに従った表示が推奨されています。サトーの
ウェブサイトにも公開しているので、リンクを張ることで手間をかけずに情報開示ができます（リンクを張る際は担当営業にご連絡
ください）。自社のウェブサイトで表示をしたい場合はガイドラインの詳細説明をいたします。

業 務 諸経費CO2削減価値の
購入ロット

煩雑 大口 無

楽 中口 有

楽 小口 無

企業

企業

企業 サトー プロバ
イダー

プロバ
イダー

削減プロ
ジェクト

削減プロ
ジェクト

削減プロ
ジェクト

国内有数の実績を誇るカーボンオフセットプロバイダー「ウェイストボックス」の協力のもと、信頼性の高いカーボンオフセットスキーム
を組んでいます。また国内の温室効果ガス吸収・削減プロジェクトを支援しておりオフセット完了の証明書をサトーから発行いたします。

サトーのカーボンオフセット付きサプライは、
全てオリジナルデザインにて作成できます。
自社のデザイナーによるデザイン提案を
行っております。

直接支援する場合

プロバイダーを
介して支援する場合

サトーを介して
支援する場合

お
す
す
め

カーボンオフセット付きサプライでCO2を削減

×

1kgってどのくらいなの？
サッカーボールの
体積に相当する
CO2量

ブナの木が1日に
吸収するCO2量 ※5

約33本分約33本分 約100個分約100個分

情報公開支援

信頼性の担保

オリジナルデザイン
観客数

100gってどのくらいなの？ ブナの木が1日に
吸収するCO2量 ※5

ペットボトル（500ml）の
体積に相当するCO2量

※1 お客様毎の『オリジナルデザイン』を用いたカーボンオフセット付サプライを販売することは、シール・ラベル・タグ・リストバンド業界において初の取り組みです。　
※2 冷房設定温度を27℃から28℃にした場合の年間CO2削減量11.3kg－CO2 運転期間112日として　※3 暖房設定温度を21℃から20℃にした場合の年間CO2削減量19.8kg－CO2 運転期間169日として

※4 12Wの蛍光ランプ1灯の点灯時間を1日1時間短縮した場合の年間CO2削減量1.6kg－CO2 運転期間365日として　※2.3.4 財団法人 省エネルギーセンター「家庭の省エネ大事典」より
※5 植えて100年育てることを想定した場合の平均値として、1年に11kgの吸収が見込まれる。　＊前提条件：  樹齢：100年、ha当たり乾燥重量：30トン、 ha当たりの本数：500本、炭素重量=重量×0.5

＊ビジネス特許申請中

カーボンオフセットの有効性 カーボンオフセット付きシール・タグとは
近年、驚異的なスピードで地球温暖化が進んでいます。温暖化現象は、人間の産業活動により大量に排出されている温室効果ガスが
原因だと言われています。このまま温暖化が進むと、砂漠化の進展、氷床の減少等の地球規模の問題から、食糧生産の減少など
わたしたちの生活にも一層深刻な影響を及ぼすことが予想されます。カーボンオフセットは、温暖化の原因となる温室効果ガス（ＣＯ２）の
削減に寄与できる有効策として、現在世界中の多くの企業、団体が自主的に取り組んでいます。

サトーのカーボンオフセット付きシール・タグには、CO2削減価値が付加されています。消費者はこのシールが付いている商品を
購入することによってCO2削減に寄与できます。

カーボンオフセット付きチケットとは
サトーのカーボンオフセット付きチケットには、CO2削減価値が付加されています。コンサートなどのイベントの観客やアミューズ
メント施設の来場者は、このチケットを通してCO2削減に貢献できます。

1kgってどのくらいなの？

カーボンオフセット付きラベルとは
サトーのカーボンオフセット付きラベルには、CO2削減価値が付加されています。運送時にこのラベルを使うことで、物流において
排出されるCO21kg分の削減に寄与できます。

商品販売によって得られた資金は、カーボンオフセットプロパイダを通じて、
国内で認証されたＣＯ２削減プロジェクトの支援に充てられます。

お客様

排出権の調達

国内認証排出権の無効化移転

サトー

日本政府

消費者
カーボンオフセット
プロバイダー ＣＯ２削減

プロジェクト

カーボンオフセット付き商品 カーボンオフセット付きシール

カーボンオフセット
価値代金

排出権経費支払いカーボンオフセット付き
シール代金

カーボンオフセット付き
商品代金

カーボンオフセット
価値

カーボンオフセットの取り組みの流れ

4つのメリット

※シールの場合
冷房を１°C上げる ※2
…ＣＯ２ 約0.1㎏削減
暖房を１°C下げる ※3
…ＣＯ２ 約0.1㎏削減
電灯を１時間消す ※4
…ＣＯ２ 約0.02㎏削減

冷房を１°C上げる ※2
…ＣＯ２ 約0.1㎏削減
暖房を１°C下げる ※3
…ＣＯ２ 約0.1㎏削減
電灯を１時間消す ※4
…ＣＯ２ 約0.02㎏削減

どうやって削
減

すればイイの
？

どうやって削
減

すればイイの
？

＋
CO2１㎏＝５円

CO2１㎏＝５円

CO2100g＝0.5円

通常のシール代金

＋
通常のタグ代金

また買おう！

※1kg（5円）以外にも、量（金額）をお選びいただけます。

※1kg（5円）以外にも、量（金額）をお選びいただけます。

※100g（0.5円）以外にも、量（金額）を
　お選びいただけます。

日本人は一日の生活で
約６㎏のCO2を排出して
います。

日々のCO2削減努力だけ
では限界があります。

カーボンオフセット付きシール・タグ
には、１枚につきCO2１㎏分の削減
価値が付加されています。

CO2削減プロジェクトに資金的
支援を行うことで、自身の排出
量を相殺することをカーボン
オフセットといいます。

消費者はサトーのカーボンオフ
セット付きシール・タグがついた
商品を購入することで、CO21kg
分の削減に貢献できます。

シールの場合

タグの場合

CO2削減価値代金（5円）

CO2削減価値代金（5円）

日本人は一日の生活で
約６㎏のCO2を排出して
います。

日々のCO2削減努力だけ
では限界があります。

サトーのチケットには、１枚につき
CO2１00g分の削減価値が付加され
ています。

CO2削減プロジェクトに資金的
支援を行うことで、自身の排出
量を相殺することをカーボン
オフセットといいます。

運送時、サトーのカーボンオフセット付き
ラベルを使うと、物流において排出される
CO21kg分の削減に貢献できます。

荷物の運送時には、CO2を排出します。
エコ運転など様々な削減努力は大事です
が、もっと減らすにはどうすれば良いで
しょう？

クリーンエネルギー等（風力発電等）の
CO2削減プロジェクトに資金的支援を行
うことで、自身の排出量を相殺することを
カーボンオフセットといいます。

カーボンオフセット付きラベルには、1枚
につきCO21kg 分の削減価値が付加
されています。

つまり、カーボンオフセット付き
チケットの購入者数（イベントの
参加人数）×CO2100g分の削
減に貢献できます。

＋
通常の

チケット代金
CO2削減価値
代金（0.5円）

CO2削減価値
代金（0.5円）

＋
通常の

ラベル代金
CO2削減価値
代金（5円）

約3本分約3本分 約100本分

10kgの荷物を4tトラックで300kmの距離を配送した
場合のCO2排出量はほぼ1kgです。
※改良トンキロ法に基づき算定しています。

約100本分

300km

株式会社サトー

〒000-0000
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

株式会社○○○○ 御中

TEL. 00-0000-0000 1個口

※1


