
計 4,188,815 ｔ

事業者名
御提供量
（ｔ-CO2)

事業者ホームページ

あ あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 8,073 https://www.aioinissaydowa.co.jp/

赤坂熱供給株式会社 77,244 http://www.akanetsu.co.jp

アクティビア・プロパティーズ投資法人 2,035 https://www.activia-reit.co.jp/

株式会社朝日新聞社 30,000 http://www.asahi.com

株式会社アット東京 110,000 https://www.attokyo.co.jp/

飯野海運株式会社 614 https://www.iino.co.jp/kaiun

池袋地域冷暖房株式会社 20,000 http://www.ikenetu.co.jp/

株式会社インテージホールディングス 1,611 http://www.intageholdings.co.jp/

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 8,469 https://www.jaxa.jp/

Ｈ.Ｕ.グループホールディングス株式会社 8,198 https://www.hugp.com/

江崎グリコ株式会社 10,836 https://www.glico.com/jp/

ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社 19,347 https://www.nreg-tbc.co.jp/

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 100,000 https://www.ntt.com/index.html

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 784 https://www.nttcom.co.jp/

王子マテリア株式会社 181,219 https://www.ojimateria.co.jp/

大田区 1,611 https://www.city.ota.tokyo.jp/

株式会社大塚商会 908 https://www.otsuka-shokai.co.jp/

株式会社大林組 5,069 https://www.obayashi.co.jp/

オリックス不動産投資法人 4,395 https://www.orixjreit.com/

オリンパス株式会社 15,033 https://www.olympus.co.jp/

か 科研製薬株式会社 791 http://www.kaken.co.jp/

鹿島建設株式会社 25,000 https://www.kajima.co.jp/welcome-j.html

学校法人片柳学園 1,794 https://www.katayanagi.ac.jp/

川崎汽船株式会社 3,628 https://www.kline.co.jp/ja/index.html

キヤノン株式会社 16,141 https://canon.jp/

キヤノンITソリューションズ株式会社 19,893 https://www.canon-its.co.jp/

御協力いただいた事業者等一覧（五十音順）  　　　　      　令和２年９月７日募集終了

御協力いただいた事業者さま　ありがとうございます。

※

（株式会社・学校法人等の部分は除外しています。）
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事業者ホームページ

か キヤノンマーケティングジャパン株式会社 9,733 https://cweb.canon.jp/corporate/

協和キリン株式会社 3,736 https://www.kyowakirin.co.jp/

錦糸町熱供給株式会社 8,736 http://www.kinshi-netsu.com/

空港施設株式会社 40,048 http://www.afc.jp/

警視庁 27,549 ―

京阪神ビルディング株式会社 5,554 https://www.keihanshin.co.jp/

京浜急行電鉄株式会社 10,000 https://www.keikyu.co.jp/

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 1,447 https://www.ccbji.co.jp/

さ 国立研究開発法人産業技術総合研究所 5,654 https://www.aist.go.jp/

産業ファンド投資法人 1,341 https://www.iif-reit.com/index.html

JR東京西駅ビル開発株式会社 5,364 http://www.celeo.co.jp/

株式会社ジェイシティー 5,517 ―

株式会社JTB 10,478 https://www.jtbcorp.jp/jp/

シチズン時計株式会社 22,729 https://www.citizen.co.jp/

株式会社品川都市整備公社 5,511 ―

品川熱供給株式会社 10,621 ―

株式会社島忠 2,602 http://www.shimachu.co.jp/

清水建設株式会社 9,916 https://www.shimz.co.jp/

ジャパンエクセレント投資法人 6,977 http://www.excellent-reit.co.jp/

信金中央金庫 1,333 https://www.shinkin-central-bank.jp/

新宿南エネルギーサービス株式会社 7,147 http://www.sesdhc.co.jp

合同会社スペードハウス 6,229 ―

住友重機械工業株式会社 11,942 https://www.shi.co.jp/

住友生命保険相互会社 29,923 http://www.sumitomolife.co.jp/

住友不動産株式会社 111,979 http://www.sumitomo-rd.co.jp/

合同会社西友 30,352 https://www.seiyu.co.jp/

セコム株式会社 60,000 https://www.secom.co.jp/

学校法人創価大学 12,586 https://www.soka.ac.jp/
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さ ソニー株式会社 13,859 https://www.sony.co.jp/

ソマール株式会社 4,457 http://www.somar.co.jp/

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 20,000 https://www.sjnk.co.jp/

た 第一生命保険株式会社 69,483 https://www.dai-ichi-life.co.jp/

高砂香料工業株式会社 251 https://www.takasago.com/ja/

株式会社　髙島屋 59,843 https://www.takashimaya.co.jp/

株式会社田町ビル 3,233 http://tmc-bldg.co.jp/

株式会社多摩ニュータウン開発センター 8,523 https://www.tama-nc.co.jp/

千歳コーポレーション株式会社 297 https://www.chitosenet.co.jp/chitose/

中外製薬株式会社 13,608 https://www.chugai-pharm.co.jp/index.html

個人 10 ―

ＴＩＳ株式会社 12,260 https://www.tis.co.jp/

ＤＩＣグラフィックス株式会社 6,533 https://www.dic-graphics.co.jp/index.html

株式会社ディーエイチシー銀座 13,881 ―

株式会社ＴＢＳテレビ 13,276 https://www.tbsholdings.co.jp/tbstv

株式会社 電通 28,650 http://www.dentsu.co.jp/

株式会社東急百貨店 15,334 https://www.tokyu-dept.co.jp/

東急不動産株式会社 27,737 https://www.tokyu-land.co.jp/

国立大学法人東京医科歯科大学 28,500 ―

株式会社東京エネルギーサービス 33,178 https://www.tokyo-energy-service.jp/

東京オペラシティ熱供給株式会社 10,395 ―

東京海上日動火災保険株式会社 9,982 https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

東京瓦斯株式会社 10,000 https://www.tokyo-gas.co.jp

東京空港冷暖房株式会社 54,783 http://www.afc.jp/corporate/group-thc.html

株式会社東京交通会館 5,870 https://www.kotsukaikan.co.jp/

株式会社東京国際フォーラム 14,540 https://www.t-i-forum.co.jp/

株式会社東京テレポートセンター 10,000 https://www.tokyo-teleport.co.jp

東京電力パワーグリッド株式会社 11,572 https://www.tepco.co.jp/pg/
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た 東京都（環境局） 65,799 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/

東京都北区 434 https://www.city.kita.tokyo.jp/

東京都下水道局 100,000 http://www.gesui.metro.tokyo.jp/

東京都交通局 1,265 https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/

東京都（財務局） 28,781 http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/

東京都市サービス株式会社 18,250 https://www.tts-kk.co.jp/

東京都水道局 90,000 http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/

東京都生活文化局 2,952 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/

東京二十三区清掃一部事務組合 145,832 https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/

株式会社東京ビッグサイト 59,274 http://www.bigsight.jp/

株式会社東京流通センター 27,425 https://www.trc-inc.co.jp/

東京臨海熱供給株式会社 30,000 http://www.tokyo-rinnetu.co.jp

東芝インフラシステムズ株式会社 50,000 https://www.toshiba.co.jp/cs/

東神開発株式会社 18,000 https://www.toshin-dev.co.jp/

東武鉄道株式会社 24,813 https://www.tobu.co.jp/

株式会社トーヨーアサノ 10,015 http://www.toyoasano.co.jp/

凸版印刷株式会社 100,000 https://www.toppan.co.jp/index.html

な 株式会社ニコン 13,788 https://www.nikon.co.jp/

西池袋熱供給株式会社 27,432 http://nishinetsu.co.jp/

西多摩衛生組合 4,301 http://www.nishiei.or.jp/

日鉄興和不動産株式会社 21,517 http://www.nskre.co.jp/

日本製紙総合開発株式会社 2,148 https://www.npd.jp/npd/

日本電気株式会社 28,923 https://jpn.nec.com/index.html

日本郵政株式会社 10,494 https://www.japanpost.jp/

日本郵船株式会社 22,852 https://www.nyk.com/

日本航空株式会社 30,000 https://www.jal.com/ja

日本航空電子工業株式会社 12,314 https://www.jae.com/

日本自動車ターミナル株式会社 13,338 https://www.j-m-t.co.jp/
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な 学校法人日本女子大学 967 https://unv.jwu.ac.jp/unv/

日本生命保険相互会社 64,144 https://www.nissay.co.jp/

日本たばこ産業株式会社 21,254 https://www.jti.co.jp/

日本テレビ放送網株式会社 30,000 https://www.ntv.co.jp/

日本電子株式会社 23,077 http://www.jeol.co.jp

日本ホテル株式会社 3,000 https://www.nihonhotel.com/

株式会社ニュー・オータニ 20,432 https://www.newotani.co.jp/

ネオフォトニクス・セミコンダクタ合同会社 10,504 ―

農林中央金庫 3,150 http://www.nochubank.or.jp/

野村不動産株式会社 12,661 https://www.nomura-re.co.jp/

野村不動産熱供給株式会社 4,597 ―

野村不動産マスターファンド投資法人 4,226 https://www.nre-mf.co.jp/

は 八王子市 20,083 ―

株式会社パレスエンタープライズ 363 http://www.palace-t.co.jp

東日本電信電話株式会社 115,723 http://www.ntt-east.co.jp/

東日本旅客鉄道株式会社 33,000 https://www.jreast.co.jp/

株式会社日立国際電気 3,366 http://www.hitachi-kokusai.co.jp/

株式会社日立製作所 11,395 https://www.hitachi.co.jp

株式会社日立ビルシステム 1,942 http://www.hbs.co.jp/

株式会社日立リアルエステートパートナーズ 13,600 https://www.hitachi-rep.co.jp/

日野自動車株式会社 133,241 https://www.hino.co.jp/

株式会社フジクラ 10,852 http://www.fujikura.co.jp/

富士通株式会社 59,820 https://www.fujitsu.com/jp/

株式会社ブリヂストン 156,467 https://www.bridgestone.co.jp/

株式会社ベネッセコーポレーション 719 https://www.benesse.co.jp/

ま 前田道路株式会社 18,812 http://www.maedaroad.co.jp/

丸の内熱供給株式会社 138,203 https://www.marunetu.co.jp/index.html

株式会社みずほ銀行 103,847 https://www.mizuhobank.co.jp/index.html
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ま みずほ信託銀行株式会社 19,874 https://www.mizuho-tb.co.jp/

三井住友海上火災保険株式会社 16,756 https://www.ms-ins.com/

三井不動産株式会社 134,060 http://www.mitsuifudosan.co.jp

三菱地所株式会社 230,000 http://www.mec.co.jp/

三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 939 https://www.mind.co.jp/

明治安田生命保険相互会社 35,621 https://www.meijiyasuda.co.jp/

森トラスト株式会社 25,084 ―

森トラスト総合リート投資法人 15,007 https://www.mt-reit.jp/index.html

森ビル株式会社 10,896 https://www.mori.co.jp/

や 八重洲地下街株式会社 8,148 https://www.yaechika.com/

ヤフー株式会社 14,565 https://about.yahoo.co.jp/

雪印メグミルク株式会社 100 https://www.meg-snow.com/

横河電機株式会社 20,000 https://www.yokogawa.co.jp/

株式会社読売新聞東京本社 32,151 https://www.yomiuri.co.jp/

ら 六本木エネルギーサービス株式会社 8,470 ―

※当該事業の終期（令和２年９月７日）までに、御提供の申請をいただいた事業者です。
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