
グリーン電力証書の販売先一覧（購入量順・同量の場合は50音順）

株式会社カネシロ 購入量：34,500kWh

セキ株式会社 購入量：2,600kWh

株式会社あいテレビ 購入量：1,000kWh

伊予鉄道株式会社 購入量：1,000kWh

特定非営利活動法人リトルウィング 購入量：600kWh

株式会社伊予銀行 購入量：400kWh

公益財団法人 松山観光コンベンション協会 購入量：300kWh

岡田印刷株式会社 購入量：200kWh

株式会社エス・ピー・シー 購入量：100kWh

elDesign株式会社 購入量：100kWh

道後温泉旅館協同組合 購入量：100kWh

【令和３年度】合計 19件（14企業・団体）

電気自動車のエネルギー源として松山市内の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用して

いただきました。

講演会で会議室を使用する際の電力に、松山市内の太陽光発電所で発電したグリーン電力を使用

していただきました。

古紙リサイクル工場で使用する電力に三津浜小学校や伊台小学校などの太陽光発電所で発電した

グリーン電力を使用していただきました。

「市民便利帳2021」「市勢要覧松山2022」などを印刷する際に使用する電力として松山市内の

太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

SDGsWEEKに向けた番組制作での使用電力として松山市内の太陽光発電施設で発電したグリー

ン電力を使用していただきました。

松山城お正月イベントでの天守ライトアップに使用する電力として松山市内の太陽光発電施設で

発電したグリーン電力を使用していただきました。

ミュージカル舞台公演に使用する電力として松山市内の太陽光発電施設で発電したグリーン電力

を使用していただきました。

「中核市サミット2021開催用印刷物」印刷製本に伴う使用電力として松山市内の太陽光発電所で

発電したグリーン電力を使用していただきました。

「まつやま環境フェア2021」イベント運営伴う使用電力として松山市内の太陽光発電所で発電し

たグリーン電力を使用していただきました。

勉強会に伴う会場使用に伴う使用電力として道後中学校の太陽光発電所で発電したグリーン電力

を使用していただきました。



道後プリンスホテル株式会社 購入量：100kWh

南海放送株式会社 購入量：100kWh

株式会社プロックス 購入量：100kWh

株式会社カネシロ 購入量：35,400kWh

日本貨物運送協同組合連合会 購入量：2,900kWh

セキ株式会社 購入量：2,600kWh

株式会社伊予銀行 購入量：1,100kWh

伊予鉄道株式会社 購入量：1,000kWh

株式会社ハラプレックス松山支店 購入量：400kWh

株式会社エス・ピー・シー 購入量：200kWh

松山城お正月イベントでの天守ライトアップに使用する電力として松山市内の太陽光発電施設で

発電したグリーン電力を使用していただきました。

「みんなで始めよう！未来のためのSDGs」パンフレットの印刷に使用する電力として松山市内

の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

【令和２年度】合計 16件（12企業・団体）

古紙リサイクル工場で使用する電力に北久米小学校、三津浜小学校、伊台小学校、桑原小学校の

太陽光発電所で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「第17回トラック運送事業協同組合全国大会」の開催にあたり、会場で使用する電力に松山市内

の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきます。

（※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、開催を令和4年度に延期）

「まつやま市民便利帳2020」「事業者用ごみ分別はやわかり帳」「自然観察マップ（鹿島）」の

合計3件の印刷に使用する電力として松山市内の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用

していただきました。

令和3年度の電気自動車のエネルギー源に使用する電力として松山市内の太陽光発電施設で発電

したグリーン電力を使用していただきます。

「ストップ地球温暖化」の印刷に伴う使用電力として松山市内の太陽光発電所で発電したグリー

ン電力を使用していただきました。

レンタカーサービス使用電力として道後中学校の太陽光発電所で発電したグリーン電力を使用し

ていただきました。

「総合公園サステナブルウォーク」ステージの使用電力として松山市内の太陽光発電所で発電し

たグリーン電力を使用していただきました。

「道後トライシクル」を走らせるための使用電力として道後中学校の太陽光発電所で発電したグ

リーン電力を使用していただきました。



公益財団法人 松山観光コンベンション協会 購入量：200kWh

株式会社エーシー 購入量：100kWh

太陽印刷株式会社 購入量：100kWh

株式会社プロックス 購入量：100kWh

株式会社松山建装社 購入量：100kWh

株式会社カネシロ 購入量：36,000kWh

セキ株式会社 購入量：3,000kWh

株式会社伊予銀行 購入量：1,200kWh

伊予鉄道株式会社 購入量：1,000kWh

南海放送株式会社 購入量：1,000kWh

「まつやま市民便利帳」「市制施行130周年記念誌」「市勢要覧松山2020」など合計9件の印刷

に使用する電力として松山市内の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用いただきまし

た。

電気自動車のエネルギー源に使用する電力として松山市内の太陽光発電施設で発電したグリーン

電力を使用いただきました。

松山城お正月イベントでの天守ライトアップに使用する電力として松山市内の太陽光発電施設で

発電したグリーン電力を使用いただきました。

「第58回愛媛マラソン」のテレビ・ラジオ中継(第2部)に使用する電力として潮見小学校の太陽

光発電施設で発電したグリーン電力を使用いただきました。

「シティプロモーションカード」の印刷に使用する電力として松山市内の太陽光発電施設で発電

したグリーン電力を使用していただきました。

「松山市 ストップ！！地球温暖化」パンフレットの印刷に使用する電力として松山市内の太陽

光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「松山市役所本庁舎北側階段へのSDGs啓発シール」の作成に使用する電力として松山市内の太

陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

【令和元年度】合計 18件（10企業・団体）

古紙リサイクル工場で使用する電力に北久米小学校、三津浜小学校、清水小学校、伊台小学校、

桑原中学校の太陽光発電所で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「まつやまSDGsフェア～親子で知りたいSDGs～」「まつやま環境フェア2020」の開催にあた

り、会場で使用する電力に松山市内の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただ

きました。

研修で会議室を使用する際の電力に、東中学校の太陽光発電所で発電したグリーン電力を使用し

ていただきました。

「松山市 中小企業向け事業説明パンフレット」の印刷に使用する電力として松山市内の太陽光

発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。



株式会社エス・ピー・シー 購入量：100kWh

環境省 購入量：100kWh

ご当地こなもんサミット実行委員会 購入量：100kWh

道後温泉旅館協同組合 購入量：100kWh

まつやま農林水産まつり実行委員会 購入量：100kWh

株式会社カネシロ 購入量：37,400kWh

セキ株式会社 購入量：2,400kWh

株式会社伊予銀行 購入量：1,100kWh

伊予鉄道株式会社 購入量：1,000kWh

南海放送株式会社 購入量：1,000kWh

ご当地こなもんサミット実行委員会 購入量：100kWh

「全国ご当地こなもんサミット2019in三津浜」のイベントで使用する電力に松山市内の太陽光発

電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

古紙リサイクル工場で使用する電力に伊台小学校、北久米小学校、桑原中学校、清水小学校、三

津浜小学校の太陽光発電所で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「松山市市勢要覧2018」「まつやま市民便利帳」「松山市市勢要覧2019」の印刷に使用する電

力に松山市内の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「電気自動車」の動力に使用する電力に松山市内の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使

用していただきました。

松山城天守閣をライトアップする「松山城お正月イベント」で使用する電力に松山市の太陽光発

電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「第57回愛媛マラソン」のテレビ・ラジオ中継（第2部）に伴う使用電力に潮見小学校の太陽光

発電所で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「脱炭素経営・再エネ導入セミナー」の開催にあたり、会場で使用する電力に松山市内の太陽光

発電施設で発電したグリーン電力を使用いただきました。

「全国ご当地こなもんサミット2020in三津浜」のイベントで使用する電力に松山市内の太陽光発

電施設で発電したグリーン電力を使用いただきました。

「道後トライシクル」の走行電力として東中学校の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使

用いただきました。

「第14回まつやま農林水産まつり」のイベントで使用する電力に松山市内の太陽光発電施設で発

電したグリーン電力を使用いただきました。

【平成30年度】合計10件（8企業・団体）

「環境モデル都市まつやま環境フェア2019」の開催にあたり、会場で使用する電力に松山市内の

太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用いただきました。



セーラー広告株式会社愛媛本社 購入量：100kWh

まつやま農林水産まつり実行委員会 購入量：100kWh

株式会社カネシロ 購入量：44,000kWh

セキ株式会社 購入量：2,500kWh

株式会社伊予銀行 購入量：1,100kWh

伊予鉄道株式会社 購入量：1,000kWh

南海放送株式会社 購入量：1,000kWh

パフォーマンス・カンパニーリトルウィング 購入量：200kWh

ご当地こなもんサミット実行委員会 購入量：100kWh

セーラー広告株式会社愛媛本社 購入量：100kWh

まつやま農林水産まつり実行委員会 購入量：100kWh

「全国ご当地こなもんサミット2018in三津浜」のイベントで使用する電力に松山市内の太陽光発

電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「まつやま環境フェア2018」の開催にあたり、会場で使用する電力に松山市内の太陽光発電施設

で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「松山市　まつやま市民便利帳」「セキ株式会社　会社案内」「セキ株式会社　工場案内」「松

山市　自然観察マップ」「松山市　事業者用ごみ分別はやわかり帳」の印刷に使用する電力に松

山市内の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「電気自動車」の動力に使用する電力に松山市内の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使

用していただきました。

松山城天守閣をライトアップする「松山城お正月イベント」で使用する電力に松山市の太陽光発

電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「第56回愛媛マラソン」のテレビ・ラジオ中継の第2部における機材等に使用する電力に潮見小

学校の太陽光発電所で発電したグリーン電力を使用していただきました。

ミュージカル舞台公演で使用する電力に松山市内の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使

用していただきました。

「まつやま環境フェア」の開催にあたり、会場で使用する電力に松山市内の太陽光発電施設で発

電したグリーン電力を使用していただきました。

「第13回まつやま農林水産まつり」の開催にあたり、会場で使用する電力に松山市内の太陽光発

電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

【平成29年度】合計13 件（9企業・団体）

古紙リサイクル工場で使用する電力に北久米小学校、桑原中学校、清水小学校、三津浜小学校の

太陽光発電所で発電したグリーン電力を使用していただきました。



株式会社カネシロ 購入量：45,700kWh

セキ株式会社 購入量：2,600kWh

株式会社伊予銀行 購入量：1,100kWh

伊予鉄道株式会社 購入量：1,000kWh

南海放送株式会社 購入量：1,000kWh

パフォーマンス・カンパニーリトルウィング 購入量：200kWh

株式会社NHKプラネット　近畿総支社　四国支社 購入量：100kWh

南海プリント株式会社 購入量：100kWh

まつやま食育フェスタ実行委員会 購入量：100kWh

まつやま農林水産まつり実行委員会 購入量：100kWh

「環境モデル都市　まつやま環境フェア2017」のイベントで使用する電力の100％

（70.49kWh）に松山市の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

松山市役所「環境モデル都市・松山」の印刷に使用する電力の100％（49．86kWh）に松山市の

太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「まつやま食育フェスタ」の開催にあたり、会場で使用する電力の100％（17kWh）に松山市の

太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「セキ株式会社パンフレット」「まつやま市民便利帳」「松山市役所　市勢要覧2016」「松山市

役所　市勢要覧2017」の印刷に使用する電力（約4615.38kWh）に松山市の太陽光発電施設で発

電したグリーン電力を使用していただきました。

「電気自動車」の動力に使用する電力の100％（1,100kWh）に松山市の太陽光発電施設で発電し

たグリーン電力を使用していただきました。

松山城天守閣をライトアップする「松山城お正月イベント」で使用する電力の100％

（960kWh）に松山市の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「第55回愛媛マラソン」のテレビ・ラジオ中継の第2部における機材等に使用する電力の100％

（946kWh）に潮見小学校の太陽光発電所で発電したグリーン電力を使用していただきました。

ミュージカル舞台公演で使用する電力の100％（200kWh）に松山市の太陽光発電施設で発電し

たグリーン電力を使用していただきました。

「第12回まつやま農林水産まつり」の開催にあたり、会場で使用する電力に松山市内の太陽光発

電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

【平成28度】合計13件（10企業・団体）

古紙リサイクル工場にて使用する電力の100％（45,624kWh）に三津浜小学校、三津浜中学校、

北久米小学校、味生第二小学校の太陽光発電所で発電したグリーン電力を使用していただきまし

た。



株式会社カネシロ 購入量：39,800kWh

セキ株式会社 購入量：2,800kWh

株式会社伊予銀行 購入量：1,300kWh

伊予鉄道株式会社 購入量：1,000kWh

南海放送株式会社 購入量：1,000kWh

四国瓦斯株式会社松山本社 購入量：200kWh

えひめ・まつやま産業まつり実行委員会 購入量：200kWh

南海プリント株式会社 購入量：100kWh

パフォーマンス・カンパニーリトルウィング 購入量：100kWh

セーラー広告株式会社　愛媛本社 購入量：100kWh

ガスバザール展（ガス展2015）の開催に使用する電力の100％（200kWh）に松山市の太陽光発

電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「えひめ・まつやま産業まつり　すごいもの博2015」の開催にあたり、会場で使用する電力の

100％（144kWh）に松山市の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきまし

た。

松山市役所「環境モデル都市・松山」の印刷に使用する電力の100％（49．86kWh）に松山市の

太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

25周年記念公演の舞台で使用する電力の100％（80kWh）に松山市の太陽光発電施設で発電した

グリーン電力を使用していただきました。

古紙リサイクル工場にて使用する電力の100％（39,788kWh）に三津浜中学校、北久米小学校、

味生第二小学校の太陽光発電所で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「松山市役所　第6次総合計画書・概要版」「松山市役所　第6次総合計画書・本編」「松山市民

便利帳」「松山市　事業者用ごみ分別はやわかり帳」の印刷に使用する電力（約4,988kWh）に

松山市の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「電気自動車」の動力に使用する電力の100％（1,257kWh）に松山市の太陽光発電施設で発電し

たグリーン電力を使用していただきました。

松山城天守閣をライトアップする「松山城お正月イベント」で使用する電力の100％

（960kWh）に松山市の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「第54回愛媛マラソン」のテレビ・ラジオ中継の第2部における機材等に使用する電力の100％

（951kWh）に潮見小学校の太陽光発電所で発電したグリーン電力を使用していただきました。

「まつやま農林水産まつり」の開催にあたり、会場で使用する電力の100％（53.6kWh）に松山

市の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。

【平成27度】合計 10件（10企業・団体）



株式会社カネシロ 購入量：38,300kWh

セキ株式会社 購入量：2,300kWh

伊予鉄道株式会社 購入量：1,500kWh

株式会社伊予銀行 購入量：1,300kWh

南海放送株式会社 購入量：1,000kWh

四国瓦斯株式会社松山本社 購入量：400kWh

えひめ・まつやま産業まつり実行委員会 購入量：200kWh

株式会社カネシロ 購入量：35,400kWh

井関農機株式会社 購入量：5,100kWh

セキ株式会社 購入量：4,000kWh

砥部事業所の1階展示コーナ等の照明に使用する電力量19,105kWhのうち、約27%に松山市グ

リーン電力証書を活用しました。

「第53回愛媛マラソン」のテレビ・ラジオ中継の第2部における機材等に使用する電力量

994kWhに100%松山市グリーン電力証書を活用しました。

ガスバザール展（ガス展2014）の開催に使用する電力量400kWhに100%松山市グリーン電力証

書を活用しました。

「えひめ・まつやま産業まつり　すごいもの博2014」の開催にあたり、会場で使用する電力量

150kWhに100％松山市グリーン電力証書を活用しました。

【平成25年度】合計 13件（7企業・団体）

古紙リサイクル工場にて使用する電力量35,344kWhに100%松山市グリーン電力証書を活用しま

した。

【平成26年度】合計 7件（7企業・団体）

古紙リサイクル工場にて使用する電力量38,300kWhに100%松山市グリーン電力証書を活用しま

した。

「松山市民便利帳」「セキ株式会社　会社案内」「松山市役所　市勢要覧2015」の印刷に使用す

る電力量（約4,309kWh）に松山市グリーン電力証書を活用しました。

松山城天守閣をライトアップするイベント「グリーンエネルギー・クリスマス」及び「年末年始

グリーンライトアップ」で使用する電力量1,444kWhに100%松山市グリーン電力証書を活用しま

した。

「電気自動車」の動力に使用する電力量1,300kWhに100%松山市グリーン電力証書を活用しまし

た。

「環境モデル都市　まつやま環境フェア2016」のイベントで使用する電力の100％

（70.49kWh）に松山市の太陽光発電施設で発電したグリーン電力を使用していただきました。



伊予鉄道株式会社 購入量：1,500kWh

南海放送株式会社 購入量：1,000kWh

セーラー広告株式会社愛媛本社 購入量：500kWh

えひめ・まつやま産業まつり実行委員会 購入量：200kWh

株式会社カネシロ 購入量：30,800kWh

井関農機株式会社 購入量：5,000kWh

セキ株式会社 購入量：4,000kWh

株式会社伊予銀行 購入量：3,000kWh

伊予鉄道株式会社 購入量：1,500kWh

「電気自動車」の動力に使用する電力量3,000kWhに100%松山市グリーン電力証書を活用しまし

た。

「えひめ・まつやま産業まつり　すごいもの博2013」の開催にあたり、会場にて使用する電力量

150kWhに100％松山市グリーン電力証書を活用しました。

【平成24年度】合計 19件（14企業・団体）

古紙リサイクル工場にて使用する電力量30,701kWhに100%松山市グリーン電力証書を活用しま

した。

砥部事業所の1階展示コーナ等の照明に使用する電力量24,000kWhのうち、約20%に松山市グ

リーン電力証書を活用しました。

「サンシャインレース松山2012チラシ」「まつやま市民便利帳」「セキ株式会社 会社案内」

「松山市役所　市勢要覧2013」「松山市役所第6次総合計画書・概要版」の印刷に使用する電力

量6407.5kWhに約62%松山市グリーン電力証書を活用しました。

「松山市役所　第6次総合計画書・本編」「セキ株式会社　会社案内」「サンシャインレース松

山Finalポスター」「松山市民便利帳」「伊予鉄道株式会社　ネクスト・コンセプト」「松山市

役所　市勢要覧2014」の印刷に使用する総電力量（5,263kWh）に松山市グリーン電力証書を活

用しました。

松山城天守閣をライトアップするイベント「グリーンエネルギー・クリスマス」及び「年末年始

グリーンライトアップ」にて使用する電力量1,444kWhに100%松山市グリーン電力証書を活用し

ました。

「第52回愛媛マラソン」のテレビ・ラジオ中継の第2部における機材等に使用する電力量

978kWhに100%松山市グリーン電力証書を活用しました。

松山環境価値活用セミナー等開催事業におけるPR電気自動車にて使用する電力量430kWhに

100％松山市グリーン電力証書を活用しました。



四国瓦斯株式会社松山本社 購入量：1,400kWh

サンシャインレース松山開催実行委員会 購入量：1,100kWh

南海放送株式会社 購入量：1,000kWh

株式会社エス・ピー・シー 購入量：400kWh

えひめ・まつやま産業まつり実行委員会 購入量：200kWh

仙台市議会経済環境委員会 購入量：100kWh

平塚市議会清風クラブ 購入量：100kWh

藤崎電機株式会社 購入量：100kWh

株式会社カネシロ 購入量：25,300kWh

大成建設株式会社　四国支店 購入量：3,800kWh

【平成23年度】合計17件（14企業・団体）

平成23年4月1日から平成24年3月31日までに、古紙リサイクル工場にて使用する電力にグリーン

電力を活用しました。

「愛媛県立中央病院整備運営事業のうち建設業務」における騒音振動測定及び表示機器に使用す

る電力にグリーン電力を活用しました。

「第23回マイホームフェスタ2012」の開催にあたり、使用する電力量306kWhに100%松山市グ

リーン電力証書を活用しました。

「えひめ・まつやま産業まつり　すごいもの博2012」の開催にあたり、会場にて使用する電力量

170kWhに100％松山市グリーン電力証書を活用しました。

「行政視察会議」に伴う会議使用電力3.41kWhに100％松山市グリーン電力証書を活用しまし

た。

「行政視察会議」に伴う会議使用電力3.41kWhに100％松山市グリーン電力証書を活用しまし

た。

環境セミナー開催に使用する電力量95kWhに100%松山市グリーン電力証書を活用しました。

松山城天守閣をライトアップするイベント「グリーンエネルギー・クリスマス」及び「年末年始

グリーンライトアップ」にて使用する電力量1,444kWhに100%松山市グリーン電力証書を活用し

ました。

「しこくガスフェスタ2012」にて使用する電力量1,400kWhに100%松山市グリーン電力証書を活

用しました。

「サンシャインレース松山2012」の開催にあたり、会場にて使用する電力量10,500kWhのうち

10％に松山市グリーン電力証書を活用しました。

「第51回愛媛マラソン」のテレビ・ラジオ中継の第2部における機材等に使用する電力量

988kWhに100%松山市グリーン電力証書を活用しました。



セキ株式会社 購入量：3,500kWh

井関農機株式会社 購入量：3,000kWh

伊予鉄道株式会社 購入量：1,500kWh

サンシャインレース松山開催実行委員会 購入量：1,100kWh

セーラー広告株式会社　愛媛本社 購入量：1,100kWh

NPO法人俳句甲子園実行委員会 購入量：1,000kWh

南海放送株式会社 購入量：1,000kWh

城山公園オータムフェスティバル実行委員会 購入量：700kWh

株式会社エス・ピー・シー 購入量：500kWh

えひめ・まつやま産業まつり実行委員会 購入量：200kWh

藤崎電機株式会社 購入量：100kWh

平成23年9月2日から10月31日まで開催した松山市花園町のライトアップ事業にて使用する電力

量のうち22％にグリーン電力を活用しました。

平成23年10月22、23日に開催した第22回マイホームフェスタ2011に使用する電力量にグリーン

電力を活用しました。

平成23年10月22、23日に開催した「えひめ・まつやま産業まつり　すごいもの博2011」に使用

する電力量にグリーン電力を活用しました。

松山城天守閣をライトアップするイベント「グリーンエネルギー・クリスマス」及び「年末年始

グリーンライトアップ」にて使用する電力量にグリーン電力証書を活用しました。

平成23年8月20日に開催した「サンシャインレース松山2011」の会場にて使用する電力量のうち

10％にグリーン電力を活用しました。

松山市低炭素社会づくり実践セミナー等開催事業PR用電気自動車（EV)、平成23年8月30日に開

催した松山市低炭素社会づくり実践セミナー第1回開催に使用する電力量にグリーン電力を活用

しました。

平成23年8月21日に開催した俳句甲子園全国大会決勝の会場であるコミュニティーセンター

（キャメリアホール）で使用する電力量にグリーン電力を活用しました。

平成24年2月5日に開催した第50回愛媛マラソンのテレビ・ラジオ中継の第2部における機材等に

使用する電力量にグリーン電力証書を活用しました。

「まつやま市民便利帳」松山市役所「市勢要覧2012」、平成23年8月20日に開催した「サンシャ

インレース松山2011チラシ」、(株)よんやく「会社案内」の印刷に使用する電力量にグリーン電

力を活用しました。

砥部事業所1階のフードアクション等展示コーナーの照明に使用する電力量の12%にグリーン電

力を活用しました。



セキ株式会社 購入量：10,400kWh

インフォコム株式会社 購入量：10,100kWh

井関農機株式会社 購入量：5,000kWh

株式会社伊予銀行 購入量：3,000kWh

Matsuyama P's Festival supported by a-nation 実行委員会 購入量：3,000kWh

衣サイクル研究会 購入量：1,900kWh

伊予鉄道株式会社 購入量：1,700kWh

南海放送株式会社 購入量：1,200kWh

四国ガス株式会社 購入量：1,100kWh

平成23年3月10日に開催した「服育セミナー」の会場で消費する電力の全て（1,900kWh）にグ

リーン電力を活用しました。

松山城天守閣は通常23時までライトアップしており、下記の期間は翌朝7時頃まで時間延長する

ため、その延長部分にかかる電力（1,700kWh）にグリーン電力を活用しました。

平成22年12月24日と12月25日　グリーン・クリスマス・ライトアップ

平成22年12月31日から平成23年1月2日　お正月ライトアップ延長

第49回愛媛マラソンの実況放送「もぎたて愛媛マラソン」の放送に使用する電力の全て

（1,200kWh）にグリーン電力を活用しました。

「松山市防災マップ」の印刷において必要な電力の28パーセント（9,900kWh）に,「サンシャイ

ンレース松山2010」のチラシ・ポスターの印刷にかかる電力（500kWh）に、グリーン電力を活

用しました。

帝人株式会社松山事業所によるオール愛媛県・地産地消カーボン・オフセット（平成22年度環境

省カーボンオフセットモデル事業採択事業）として、帝人株式会社松山事業所の企業宣伝用看板

の1年分（平成22年11月から）の消費電力（10,100kWh）にグリーン電力を活用しました。

農林水産省の食料自給率向上に向けた運動「FOOD ACTION NIPPON」の推進パートナーとして

進めており、砥部事業所内に設置している「FOOD ACTION NIPPON」の啓蒙コーナーの照明と

して消費する電力（平成23年1月から12月：5,000kWh）に、グリーン電力を活用しました。

電気自動車のエネルギー源として消費する電力（平成23年4月から平成24年9月：3000kWh）に

グリーン電力を活用しました。

8月6日と8月7日に、松山市堀之内で開催したMatsuyama P's Festival supported by a-nationの

会場で使用した電力の一部（3,000kWh）に、グリーン電力を活用しました。

平成24年3月9日に開催した環境セミナーに使用する電力量にグリーン電力を活用しました。

【平成22年度】合計 14件（13企業・団体）



サンシャインレース松山開催実行委員会 購入量：1,000kWh

株式会社エス・ピー・シー 購入量：500kWh

城山公園オータムフェスティバル実行委員会 購入量：300kWh

藤崎電機株式会社 購入量：100kWh

(株)愛媛銀行

えひめ消費生活センター友の会

(有)零夢

(合)ワークショップCO.松山

第1期　（平成21年7月）

(株)あいテレビ

(株)伊予銀行

(株)伸栄設計

セキ(株)

星企画(株)

(株)程野商店

メッセまつやま2010実行委員会

井関農機(株)

(株)伊予銀行

(株)えひめ飲料

愛媛信用金庫

金城産業(株)

10月23日と10月24日に、アイテムえひめで開催する「マイホームフェスタ2010」において、会

場で使用する電力の全て（2日間で500kWh）にグリーン電力を活用しました。

城山公園「ゆめキラツリー」のライトアップ期間を9月18日～11月28日から延長し、11月29日～

1月3日の期間も実施するため、その延長期間にかかる電力（300kWh）にグリーン電力を活用し

ました。

平成23年3月11日に開催した「第1回環境セミナー」の会場で消費する照明と使用機器の電力

（100kWh）にグリーン電力を活用しました。

【平成21年度】合計21件（20企業・団体）

第2期　（平成21年12月）

11月20日と11月21日に、アイテムえひめで開催する「しこくガスフェスタ2010」において、会

場で使用する電力の全て（2日間で1,100kWh）にグリーン電力を活用しました。

8月28日に松山中央公園（であいフィールド）で開催した全国で唯一のソーラーラジコンカーの

耐久レース「サンシャインレース松山2010」において、会場で使用した電力の一部

（1,000kWh）にグリーン電力を活用しました。



NPO法人俳句甲子園実行委員会

NPO法人愛媛リサイクル市民の会

セキ(株)

CELCO JAPAN


