
資料４．エリア別の電源構成・二酸化炭素排出係数の情報開示の状況

①北海道電力エリア

①ホームページ
②パンフ、
チラシ

③請求書、
領収書

④その他

北海道電力株式会社
http://www.hepco.co.jp/corporate/company/ele_power.html
http://www.hepco.co.jp/corporate/environment/action/results.htm

〇 注１

株式会社Looop https://looop-denki.com/low-v/feature/ 〇
王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社 http://ojex.net/
KDDI株式会社 https://www.au.com/electricity/dengenkousei/
株式会社ジェイコム札幌 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
丸紅新電力株式会社 https://denki.marubeni.co.jp/about/ 注２
株式会社生活クラブエナジー https://scenergy.co.jp/about.ratio.html 〇
株式会社ネオインターナショナル earth-infinity.co.jp

注２.（二酸化炭素排出係数は）環境省HP

②東北電力エリア

①ホームページ
②パンフ、
チラシ

③請求書、
領収書

④その他

東北電力株式会社
https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/energy/
http://www.tohoku-epco.co.jp/enviro/picup/co.html

〇 〇

ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/
株式会社Looop https://looop-denki.com/low-v/feature/ 〇
KDDI株式会社 https://www.au.com/electricity/dengenkousei/
株式会社ジェイコムイースト http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
丸紅新電力株式会社 https://denki.marubeni.co.jp/about/ 注１
株式会社生活クラブエナジー https://scenergy.co.jp/about.ratio.html 〇
株式会社パルシステム電力 http://www.pal.or.jp/denki/structure.html 〇 〇
株式会社ミツウロコ https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/ 〇
株式会社ネオインターナショナル earth-infinity.co.jp

注１.（二酸化炭素排出係数は）環境省HP

氏名又は名称
SQ3-〇-2　情報開示をしている媒体

氏名又は名称
SQ3-1-2　情報開示をしている媒体

注１.検針票裏面に当社の排出係数に基づくCO2排出量計算方法を掲載

http://ojex.net/
https://denki.marubeni.co.jp/about/
https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/
http://www.pal.or.jp/denki/structure.html
https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/
http://earth-infinity.co.jp/
http://www.hepco.co.jp/corporate/company/ele_power.html
http://www.hepco.co.jp/corporate/environment/action/results.html
http://earth-infinity.co.jp/


③東京電力エリア-1

①ホームページ
②パンフ、
チラシ

③請求書、
領収書

④その他

東京電力エナジーパートナー株式会社 http://www.tepco.co.jp/ep/power_supply/index-j.html
昭和シェル石油株式会社 https://sss-denki.jp/supply/
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/
株式会社Looop https://looop-denki.com/low-v/feature/ 〇
中央セントラルガス株式会社 https://www.csggas.co.jp/chuo/denki/powersupply.html
大阪瓦斯株式会社 http://home.osakagas.co.jp/electricity/dengen.html 〇
東京ガス株式会社 http://home.tokyo-gas.co.jp/power/special/source.html
株式会社東急パワーサプライ https://www.tokyu-ps.jp/assets2/images/faq/img_faq-20160331.jpg 〇
KDDI株式会社 https://www.au.com/electricity/dengenkousei/
株式会社ジェイコム足立 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコムイースト http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム市川 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム大田 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム川口戸田 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム北関東 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコムさいたま http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム湘南 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム多摩 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム千葉 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム千葉セントラル http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム東葛葛飾 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム東京 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム東京北 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム中野 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム八王子 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム日野 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム船橋習志野 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム港新宿 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム南横浜 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ジェイコム武蔵野三鷹 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
土浦ケーブルテレビ株式会社 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/

氏名又は名称
SQ3-1-2　情報開示をしている媒体



③東京電力エリア-2

①ホームページ
②パンフ、
チラシ

③請求書、
領収書

④その他

丸紅新電力株式会社 https://denki.marubeni.co.jp/about/ 注１
大東ガス株式会社 http://www.daitogas.co.jp/daitodenki/faq/
ＭＣリテールエナジー株式会社 http://www.machi-ene.jp/
株式会社生活クラブエナジー https://scenergy.co.jp/about.ratio.html 〇
角栄ガス株式会社 http://www.kakuei-group.com/service/denki/dengenkousei.pdf
京葉瓦斯株式会社 http://www.keiyogas.co.jp/home/kiki/denki/qa.html#q04_01
伊勢崎ガス株式会社 http://www.isesakigas.co.jp
佐野瓦斯株式会社 http://www.sanogas.co.jp
桐生瓦斯株式会社 http://www.kiryu-gas.co.jp/electricity/index.html
鈴与商事株式会社 http://www.suzuyoshoji.co.jp/power-management/buy/kosei.html
株式会社パルシステム電力 http://www.pal.or.jp/denki/structure.html 〇 〇
九電みらいエナジー株式会社 http://www.q-mirai.co.jp/dengen_kousei
株式会社ミツウロコ https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/ 〇
日高都市ガス株式会社 http://www.ht-gas.co.jp/denki/power.html

東北電力株式会社
https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/energy/
http://www.tohoku-epco.co.jp/enviro/picup/co.html

〇 〇

中部電力株式会社 https://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/datalist/juyo/dat_kousei/index.html

関西電力株式会社
https://kepco.jp/ryokin/power_supply
http://www.kepco.co.jp/sustainability/kankyou/report/lowcarbon/l
owcarbon01.html

〇 注２

中国電力株式会社 http://www.energia.co.jp/elec/free/co2/index.html
四国電力株式会社 http://www.yonden.co.jp/kouri/menu/ 注３
株式会社ネオインターナショナル earth-infinity.co.jp

注１.（二酸化炭素排出係数は）環境省HP
注２.検針票の裏面
注３.検針票

氏名又は名称
SQ3-1-2　情報開示をしている媒体

https://kepco.jp/ryokin/power_supply
http://www.kepco.co.jp/sustainability/kankyou/report/lowcarbon/lowcarbon01.html


④中部電力エリア

①ホームページ
②パンフ、
チラシ

③請求書、
領収書

④その他

中部電力株式会社 https://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/datalist/juyo/dat_kousei/index.html
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/
株式会社Looop https://looop-denki.com/low-v/feature/ ○
大阪瓦斯株式会社 http://home.osakagas.co.jp/electricity/dengen.html ○
KDDI株式会社 https://www.au.com/electricity/dengenkousei/
丸紅新電力株式会社 https://denki.marubeni.co.jp/about/ 注１
大垣ガス株式会社 http://www.ogakigas.co.jp/denryoku/kousei.html
株式会社生活クラブエナジー https://scenergy.co.jp/about.ratio.html ○
鈴与商事株式会社 http://www.suzuyoshoji.co.jp/power-management/buy/kosei.html
株式会社パルシステム電力 http://www.pal.or.jp/denki/structure.html ○ ○
株式会社ミツウロコ https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/ ○
東京電力エナジーパートナー株式会社 http://www.tepco.co.jp/ep/power_supply/index-j.html
中国電力株式会社 http://www.energia.co.jp/elec/free/co2/index.html
株式会社ネオインターナショナル earth-infinity.co.jp
松本ガス株式会社 ○

注１.（二酸化炭素排出係数は）環境省HP

⑤北陸電力エリア

①ホームページ
②パンフ、
チラシ

③請求書、
領収書

④その他

北陸電力株式会社（注１） http://www.rikuden.co.jp/ryokinshikumi/dengen.html
株式会社Looop https://looop-denki.com/low-v/feature/ ○
KDDI株式会社 https://www.au.com/electricity/dengenkousei/
株式会社ネオインターナショナル earth-infinity.co.jp

注１．北陸電力は未回答だが、HPに掲載している旨の連絡があったので、記載。

氏名又は名称
SQ3-1-2　情報開示をしている媒体

氏名又は名称
SQ3-1-2　情報開示をしている媒体

http://www.rikuden.co.jp/ryokinshikumi/dengen.html
http://earth-infinity.co.jp/
http://earth-infinity.co.jp/


⑥関西電力エリア

①ホームページ
②パンフ、
チラシ

③請求書、
領収書

④その他

関西電力株式会社
https://kepco.jp/ryokin/power_supply
http://www.kepco.co.jp/sustainability/kankyou/report/lowcarbon/l
owcarbon01.html

〇 注1

ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/
株式会社Looop https://looop-denki.com/low-v/feature/ 〇
新エネルギー開発株式会社 https://www.itamisangyo-newenergy.co.jp/power/
大阪瓦斯株式会社 http://home.osakagas.co.jp/electricity/dengen.html 〇
大阪いずみ市民生活協同組合 http://www.izumi.coop/shopping/denki.html 〇
株式会社ジェイコムウエスト http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
丸紅新電力株式会社 https://denki.marubeni.co.jp/about/ 注２
奈良電力株式会社 https://www.naradenryoku.jp/business.html
株式会社生活クラブエナジー https://scenergy.co.jp/about.ratio.html 〇
生活協同組合コープこうべ http://denki.kobe.coop.or.jp/ 〇
株式会社ミツウロコ https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/ 〇
東京電力エナジーパートナー株式会社 http://www.tepco.co.jp/ep/power_supply/index-j.html
四国電力株式会社 http://www.yonden.co.jp/kouri/menu/ 注3
株式会社ネオインターナショナル earth-infinity.co.jp
一般社団法人グリーン・市民電力 〇
生活協同組合コープしが http://www.pak2.com/denki/ 〇
京都生活協同組合 https://www.kyoto.coop/coop_denki/ 〇

注１．検針票の裏面
注２.（二酸化炭素排出係数は）環境省HP
注３．検針票

氏名又は名称
SQ3-1-2　情報開示をしている媒体

http://earth-infinity.co.jp/
https://kepco.jp/ryokin/power_supply
http://www.kepco.co.jp/sustainability/kankyou/report/lowcarbon/lowcarbon01.html


⑦中国電力エリア

①ホームページ
②パンフ、
チラシ

③請求書、
領収書

④その他

中国電力株式会社 http://www.energia.co.jp/elec/free/co2/index.html ○
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/
株式会社Looop https://looop-denki.com/low-v/feature/ ○
丸紅新電力株式会社 https://denki.marubeni.co.jp/about/ 注１
株式会社ケーブルネット下関 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社ネオインターナショナル earth-infinity.co.jp
一般社団法人グリーン・市民電力 ○

注１.（二酸化炭素排出係数は）環境省HP

⑧四国電力エリア

①ホームページ
②パンフ、
チラシ

③請求書、
領収書

④その他

四国電力株式会社 http://www.yonden.co.jp/kouri/menu/ 注１
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/
株式会社Looop https://looop-denki.com/low-v/feature/ ○
KDDI株式会社 https://www.au.com/electricity/dengenkousei/
株式会社ミツウロコ https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/ ○
株式会社ネオインターナショナル earth-infinity.co.jp

注１．検針票

氏名又は名称
SQ3-1-2　情報開示をしている媒体

氏名又は名称
SQ3-1-2　情報開示をしている媒体

http://www.energia.co.jp/elec/free/co2/index.html
https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/
http://earth-infinity.co.jp/
http://earth-infinity.co.jp/


⑨九州電力エリア

①ホームページ
②パンフ、
チラシ

③請求書、
領収書

④その他

九州電力株式会社 http://www.kyuden.co.jp/rate_adj_power_composition_co2 ○
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/
株式会社Looop https://looop-denki.com/low-v/feature/ ○
KDDI株式会社 https://www.au.com/electricity/dengenkousei/
丸紅新電力株式会社 https://denki.marubeni.co.jp/about/ 注１
株式会社ジェイコム九州 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
株式会社エナジードリーム http://www.energy-dream.co.jp/index.html
株式会社ミツウロコ https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/ ○
長崎地域電力株式会社 ○
新電力おおいた株式会社 http://www.pps-oita.com/service04_1.html ○
株式会社ネオインターナショナル earth-infinity.co.jp
一般社団法人グリーン・市民電力 ○
大分ケーブルテレコム株式会社 http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/

注１.（二酸化炭素排出係数は）環境省HP

⑩沖縄電力エリア

①ホームページ
②パンフ、
チラシ

③請求書、
領収書

④その他

沖縄電力株式会社 https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/corporate/profile/s_and_d.pdf

氏名又は名称
SQ3-1-2　情報開示をしている媒体

氏名又は名称
SQ3-1-2　情報開示をしている媒体

http://www.kyuden.co.jp/rate_adj_power_composition_co2
https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/
http://www.energy-dream.co.jp/index.html
https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/
http://www.jcom.co.jp/service/electricity/feature/
https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/corporate/profile/s_and_d.pdf
http://earth-infinity.co.jp/

