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～低炭素社会の実現に向けて～

■ 9 月 27 日にカーボン･マーケット EXPO2014 開催説明会を開催!

■
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┃1.最新ニュース
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カーボン･マーケット EXPO2014 が決定しましたので、現在下記のお申込み
を受付しています。皆様、ふるってお申込みください！
カーボン・マーケット EXPO2014 開催説明会
2013 年 9 月 27 日(金) 14:30～16:00
東京国際フォーラム ガラス棟会議室 G409
http://www.t-i-forum.co.jp/general/access/
■開催説明会のお申し込み
https://a09.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=72&g=2&f=3
■ご出展のお申し込み
https://a09.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=72&g=3&f=5
■来場登録
https://a09.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=72&g=1&f=1
■プレスブリーフィング参加申込（報道関係のみなさま）
http://cmexpo.org/press/
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炭素市場の今が分かる情報を一挙終結！
■ 「 カーボン・マーケット EXPO2014 」開催決定！ ■
進化するカーボン・オフセット！
地球温暖化×地域貢献ビジネスの新しいかたち
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第 3 回となるカーボン・マーケット EXPO の開催が決定いたしました！
カーボン・マーケット EXPO のウェブサイトも公開しておりますので、
詳細及びご出展・ご参加のお申し込みはこちらの公式サイトより
ご覧の上、お申込みをお願いいたします。
カーボン・マーケット EXPO 公式サイトはこちら
↓↓↓↓↓
http://www.cmexpo.org/
開催日時：2014 年 3 月 4 日（火）10：00～17：00
開催場所：東京国際フォーラム 展示ホール１
入場料金：無料
公式サイト：http://www.cmexpo.org/
＜お問い合わせ・事務局＞
カーボン・マーケット EXPO 開催事務局
担当：秋山、山本、野地
一般社団法人海外環境協力センター(OECC)内
カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）
〒105-0011

東京都港区芝公園 3-1-8 芝公園アネックス 7 階

Tel：03-5776-0402 Fax：03-5472-0145
E-mail：info@cmexpo.org
************************************************************
■ J-クレジット制度全国説明会のお知らせ！
************************************************************
9 月 2 日より、環境省では、平成 25 年 4 月から開始した「Ｊ－クレジット制度」
に関する説明会を、全国 8 箇所で開催しています。本説明会では、Ｊ－クレ
ジット制度の内容をはじめ、オフセット・クレジット（J-VER）制度（以下、
「J-VER 制度」
）及び国内クレジット制度からの移行措置等についても御説
明いたします。また、Ｊ－クレジットの創出に係る事業者支援事業について
もその内容を御説明するとともに、Ｊ－クレジット制度への参加を検討され
ている事業者の方に対する個別相談会も開催いたします。
次回の開催地は下記２会場となります。

・9 月 25 日（水）岡山
・9 月 26 日（木）福岡
詳細・お申し込みは下記をご覧ください↓
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17023
また、Ｊ－クレジット制度に基づくプロジェクト登録等の申請方法については
こちらをご覧ください。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17022
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…・・・
┃2.イベント情報
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■「ともに生きる！」広げよう防災の輪！復興支援キャンペーン
8 月 19 日（月）から売り場展開がスタートしています！
https://www.evic.jp/tomoiki/
■CO-Net 公開セミナー開催！
日 時：2013 年 9 月 25 日（水）14:00-17:30 ※予定
会 場：メルパルク東京

4F 孔雀の間

〒105-8582 東京都港区芝公園 2-5-20
http://www.mielparque.jp/tokyo/access/
テーマ：炭素市場（カーボンマーケット）活性化のサプリメント
※プログラムの詳細等についてはこちらをご覧ください。
http://www.carbonoffset-network.jp/news_conet.html?id=339
＜参加登録方法＞
以下 URL の登録フォームより、9 月 20 日(金)17：00 までにお申込みください。
http://www.carbonoffset-network.jp/event_form_seminar.html?id=9

■第 8 回カーボン・オフセット講座 in 横浜
開催日：2013 年 10 月 9 日（水）
会場 ：ラジオ日本クリエイト A 会議室
横浜市中区長者町 5-85 明治安田生命ラジオ日本ビル 3Ｆ
http://www.jorf.co.jp/create/aboutus/index.html
＜プログラム＞ ※いずれか片方のみのご参加も可能です。
・コーディネーター編（初級）
：10：00～12：30
・アドバイザー編（中・上級）
：13：30～17：00
講座の内容・申込については以下の専用ページよりご覧いただけます。

http://www.carbonoffset-network.jp/event.html?id=10
＜参加申込フォーム＞ ※締切 10/4(金)15:00 まで
http://www.carbonoffset-network.jp/event_form.html?id=10
■交通・観光カーボンオフセット支援システム説明会（東京）
開催日：2013 年 10 月 18 日（金）14:30～16:30
主催：公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
＜詳細・お申し込みはこちら↓＞
http://www.ecomo.or.jp/environment/carbon_offset/data/setumeikai_13.10.18.pdf
＜お問合せ先＞ 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 交通環境対策部
（担当：市丸、田中）TEL：03-3221-7636 FAX：03-3221-6674
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┃3.カーボン・オフセット関連制度の動き
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【1】オフセット・クレジット（J-VER）制度
（http://www.j-ver.go.jp/index.html）
＜スケジュール＞
プロジェクト依頼書類提出締切日及び各委員会開催予定日は、
以下でご確認ください。
http://www.j-ver.go.jp/document/schedule_PJ.pdf
＜お問合わせ先＞
オフセット・クレジット（J-VER）制度事務局
TEL: 03-5425-3744

E-mail: jver@4cj.org

【2】カーボン・オフセット制度（http://jcs.go.jp/）
＜新着情報＞
第 6 回カーボン・オフセット制度運営委員会が開催されました。
詳細は以下でご確認ください。
http://www.jcs.go.jp/scheme_unei_6.html
＜スケジュール＞
カーボン・ニュートラル認証／計画登録／計画登録変更申請の締切日、
及び各委員会の開催予定につきましては、
以下でご確認ください。
http://jcs.go.jp/cn/pdf/schedule/schedule1.pdf

プロバイダー・プログラム参加申請締切日、
及び各委員会の開催予定につきましては、
以下でご確認ください。
http://jcs.go.jp/pdf/application/schedule_opp.pdf
認証機関・予備審査機関登録申請の締切日は
以下で確認ください。
http://jcs.go.jp/pdf/application/offset/offset_schedule.pdf
＜お問合わせ先＞
カーボン・オフセット制度事務局
TEL: 03-5425-3744

E-mail: jcs@4cj.org
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┃4.制度文書及び様式類改訂のお知らせ
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【1】オフセット・クレジット（J-VER）制度
改訂はございません。
★最新の文書類は下記 URL をご確認ください。
制度文書 URL：http://www.j-ver.go.jp/system_doc/index.html
方法論 URL ：http://www.j-ver.go.jp/system_doc/methodology.html

【2】カーボン・オフセット制度
改訂はございません。
★最新の文書類は下記 URL をご確認ください。
http://jcs.go.jp/document.html
カーボン・オフセット認証各種様式関連：http://www.jcs.go.jp/certification-co.html
カーボン・ニュートラル認証各種様式関連：http://www.jcs.go.jp/certification-cn.html
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カーボン・マーケット EXPO2014 の開催に先立ち、出展者様向けの開催説明会と
報道関係者様向けにの事前説明会のプレスブリーフィングを同日開催いたします。
＜開催スケジュール＞
9 月 27 日 13:00～14:00 プレスブリーフィング
9 月 27 日 14:30～16:00 出展者説明会
・今回初めてカーボン･マーケット EXPO に参加する！

・カーボン･マーケット EXPO ってどんなもの？
・関心はあるけれど、出展すべきかどうか迷っている･･･
など、少しでも気になっている皆様はぜひご参加ください！
カーボン・マーケット EXPO2014 のコンセプトをはじめ、環境省の地球温暖化対策
と市場メカニズムを利用したビジネスの最新情報など、ぎゅっと分かりやすく
まとめたご案内を差し上げます。当日はご質問も承ります。
■開催説明会のお申し込み
https://a09.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=72&g=2&f=3
■ご出展のお申し込み
https://a09.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=72&g=3&f=5
■来場登録
https://a09.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=72&g=1&f=1
■プレスブリーフィング参加申込（報道関係のみなさま）
http://cmexpo.org/press/
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