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アサヒＧＨ㈱研究所　新事務棟２階（茨城県守谷市） アサヒビール福島工場　発酵棟－１ アサヒロジ㈱高槻支店乗務員休憩所北 アサヒ飲料㈱群馬工場仕込棟現場

アサヒＧＨ㈱研究所２Ｆリフレ（茨城県守谷市） アサヒビール福島工場　発酵棟－２ アサヒロジ㈱埼玉支店 アサヒ飲料㈱群馬工場事務厚生棟談話室

アサヒＧＨ㈱研究所２ＦリフレＬＬ機（茨城県守谷市） アサヒビール福島工場　事務棟 アサヒロジ㈱滋賀第二倉庫分 アサヒ飲料㈱明石工場Ｎｏ３

アサヒＧＨ㈱研究所２ＦリフレＰＥＴ機（茨城県守谷市） アサヒビール福島工場　製品棟 アサヒロジ㈱鹿児島営業所 アサヒ飲料㈱明石工場Ｎｏ６

アサヒＧＨ㈱研究所３Ｆリフレ（茨城県守谷市） アサヒビール福島工場　食堂－１ アサヒロジ㈱小牧ＤＣ アサヒ飲料㈱群馬配送センター事務所前

アサヒＧＨ㈱研究所テニスコート（茨城県守谷市） アサヒビール福島工場　１号倉庫 アサヒロジ㈱小牧ＤＣ：食堂 アサヒ飲料㈱群馬配送センター食堂右

アサヒＧＨ㈱研究所プラント実験棟１Ｆ（茨城県守谷市） アサヒビール福島工場　９号倉庫 アサヒロジ㈱小牧西支店：正面玄関 アサヒ飲料㈱群馬配送センター駐車場右

アサヒＧＨ㈱研究所事務棟１Ｆ（茨城県守谷市） アサヒビール㈱連絡通路下（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱小牧西支店：駐輪場横 アサヒ飲料㈱群馬配送センター駐車場左

アサヒＧＨ㈱研究所事務棟１Ｆ増設部分（茨城県守谷市） アサヒビール㈱工場　応接室事務所（福岡県福岡市博多区） アサヒロジ㈱松戸支店 アサヒ飲料㈱東北支社

アサヒＧＨ㈱研究所新事務棟１階（茨城県守谷市） アサヒビール㈱工場　食堂ＮＯ．１（福岡県福岡市博多区） アサヒロジ㈱松本出張所 アサヒ飲料㈱南港配送センター３Ｆ

アサヒＧＨ㈱研究所西搬入口（茨城県守谷市） アサヒビール㈱工場　男子リフレッシュルーム（福岡県福岡市博多区） アサヒロジ㈱常総営業所　右 アサヒ飲料㈱南港配送センター休憩室

アサヒグループ食品㈱第二プラント休憩右（岡山県浅口郡里庄町） アサヒビール㈱工場パーキング（福岡県福岡市博多区） アサヒロジ㈱常総営業所　左 アサヒ飲料㈱配送センター事務所横

アサヒグループ食品㈱さくら工場　厚生棟食堂 アサヒビール㈱工場工事協力会社事務所前（福岡県福岡市博多区） アサヒロジ㈱新宿営業所１ アサヒ飲料販売㈱調布支店外

アサヒグループ食品㈱さくら工場　工務棟 アサヒビール㈱工場物流事務所１Ｆ２（神奈川県南足柄市） アサヒロジ㈱新宿営業所２ アサヒ飲料販売㈱横浜南支店

アサヒグループ食品㈱さくら工場　第二工場 アサヒビール㈱広島配送センター アサヒロジ㈱深江浜営業所 アサヒ飲料販売㈱貝塚支店

アサヒグループ食品㈱さくら工場事務所前２０ アサヒビール㈱高知支店７Ｆ アサヒロジ㈱西多摩営業所１ アサヒ飲料販売㈱大阪南支店

アサヒグループ食品㈱さくら工場事務所前３０ アサヒビール㈱佐賀基山（ＡＤＭ佐筑） アサヒロジ㈱西多摩営業所２／ＡＳＤＳ アサヒ飲料販売㈱東大阪支店（１Ｆ）

アサヒグループ食品㈱さくら工場第１１製造棟 アサヒビール㈱佐賀基山（ＡＬ佐賀） アサヒロジ㈱大黒ＤＣ２ アサヒ飲料販売㈱墨田支店下

アサヒグループ食品㈱①（東京中央区） アサヒビール㈱佐賀基山（正面口） アサヒロジ㈱大黒ＤＣ３ アサヒ飲料販売㈱墨田支店外

アサヒグループ食品㈱②（東京中央区） アサヒビール㈱山陰支社倉庫 アサヒロジ㈱東京支社平和島支店事務所横② アサヒ飲料販売㈱枚方支店

アサヒグループ食品㈱③（東京中央区） アサヒビール㈱鹿児島支店 アサヒロジ㈱東京通関事務所 アサヒ飲料販売㈱箕面支店

アサヒグループ食品㈱アマノフリーズドライ（広島県福山市） アサヒビール㈱神奈川工場リフレッシュルーム アサヒロジ㈱八戸営業所 アサヒ飲料販売㈱八王子支店

アサヒグループ食品㈱井原商品センター アサヒビール㈱神奈川工場課税倉庫事務所前 アサヒロジ㈱平和島　入口／右 アサヒ飲料販売㈱八王子支店倉庫内

アサヒグループ食品㈱企画本部東日本総務部（東京都調布市） アサヒビール㈱神奈川工場管理棟２Ｆ アサヒロジ㈱平和島　入口／右 アサヒ飲料販売㈱横浜北支店　外

アサヒグループ食品㈱里庄第二工場１／ＡＥＤ アサヒビール㈱神奈川工場検数所 アサヒロジ㈱平和島　入口／左 アサヒ飲料販売㈱横浜北支店　中

アサヒドラフトマーケティング㈱　７階（東京都大田区） アサヒビール㈱神奈川工場醸造棟３Ｆ アサヒロジ㈱箕面ＤＣ　ＮＯ３ アサヒ飲料販売㈱東大和支店

アサヒドラフトマーケティング㈱　福井支店 アサヒビール㈱神奈川工場廃棄場前 アサヒロジ㈱名南支店　玄関 アサヒ飲料販売㈱京都（倉庫内）

アサヒドラフトマーケティング㈱（さいたま市見沼区） アサヒビール㈱神奈川工場副産物棟 アサヒロジ㈱名南支店　北 アサヒ飲料販売㈱戸田支店

アサヒドラフトマーケティング㈱（愛知県岡崎市） アサヒビール㈱神奈川工場物流事務所１Ｆ１ アサヒロジ㈱名南支店２階 アサヒ飲料販売㈱三重支店

アサヒドラフトマーケティング㈱（大阪府吹田市） アサヒビール㈱大山崎　従業員 アサヒロジ㈱野洲奥 アサヒ飲料販売㈱滋賀支店

アサヒドラフトマーケティング㈱（東京都大田区） アサヒビール㈱博多工場　バス停前 アサヒロジ㈱野洲第３倉庫　Ａ アサヒ飲料販売㈱滋賀支店倉庫内

アサヒドラフトマーケティング㈱三重営業所 アサヒビール㈱博多工場／正面玄関横休憩所 アサヒロジ㈱郡山支店内 アサヒ飲料販売㈱守谷支店

アサヒドラフトマーケティング㈱山形支店 アサヒビール㈱博多工場協力会休憩所② アサヒロジ㈱厚木３Ｆ アサヒ飲料販売㈱小牧支店

アサヒドラフトマーケティング㈱千葉北支店 アサヒビール㈱博多工場正門玄関 アサヒロジ㈱厚木４Ｆ アサヒ飲料販売㈱大阪支店

アサヒドラフトマーケティング㈱姫路 アサヒビール㈱博多工場総務物事務前② アサヒロジ㈱事務所Ａ（兵庫県明石市） アサヒ飲料販売㈱大田支店

アサヒドラフトマーケティング㈱北九州支店 アサヒビール㈱福島工場１ アサヒロジ㈱新倉庫４Ｆ（東京都大田区） アサヒ飲料販売㈱中央支店　ＥＶ前

アサヒドラフトマーケティング㈱厚木営業課 アサヒビール㈱福島工場２ アサヒロジ㈱大和物流センター アサヒ飲料販売㈱中央支店　給湯室

アサヒドラフトマーケティング㈱佐賀支店事務 アサヒビール㈱福島工場食堂 アサヒロジ㈱大和物流センター② アサヒ飲料販売㈱調布

アサヒドラフトマーケティング㈱佐賀支店倉庫 アサヒビール㈱物流センター２階休憩所 アサヒロジ㈱大和物流センター③ アサヒ飲料販売㈱柏原支店（外）

アサヒドラフトマーケティング㈱和歌山支店 アサヒビール㈱平和島Ａ棟２Ｆ ロジポート東扇島Ａ棟２Ｆ／アサヒロジ川崎 アサヒ飲料販売㈱柏原支店倉庫

アサヒビール㈱　埼玉支店　４Ｆ事務所 アサヒビール㈱平和島Ａ棟６Ｆ アサヒグループ恵比寿ビル４階 アサヒ飲料販売㈱本社６Ｆ

アサヒビール㈱　大山崎山荘美術館 アサヒビール㈱平和島Ａ棟８Ｆ アサヒグループ恵比寿ビル２階休憩室 アサヒ飲料販売㈱名古屋支店：事務所入口

アサヒビール㈱　新宿支店 アサヒビール園　福島 アサヒグループ恵比寿ビル３階 アサヒ飲料販売㈱名古屋支店：事務所入口

アサヒビール㈱　福島工場 アサヒビール園　博多　（２Ｆ） アサヒグループ恵比寿ビル５階 アサヒ飲料販売㈱名古屋支店：駐車場

アサヒビールコミュニケーションズ㈱６（東京都台東区） アサヒビール園  博多　１Ｆ アサヒグループ恵比寿ビル６階 アサヒ飲料販売㈱名古屋南支店

アサヒビール㈱茨城支店 広島アサヒビール館 アサヒグループ恵比寿ビル７階 アサヒ飲料販売㈱東京北支店倉庫内

アサヒビール園　伊予西条店 アサヒロジ㈱　１Ｆ（東京都大田区） アサヒグループ恵比寿ビル８階 エービーカーゴ東日本㈱１Ｆ入口

アサヒビール園　福島四季の里店 アサヒロジ㈱　９Ｆ（東京都大田区） アサヒグループ恵比寿ビル９階 エノテカ㈱（東京都港区）

アサヒビール園　福島本宮店 アサヒロジ㈱　箕面Ｎｏ１ アサヒグループ恵比寿ビル２階② エノテカ㈱（本社）

アサヒビール㈱　岡山支店 アサヒロジ㈱　裏／右（東京都大田区） アサヒグループ恵比寿ビル２階① カルピス㈱本社ビル　Ｂ１

アサヒビール㈱　排水処理棟裏業者用控室外（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱　裏／左（東京都大田区） アサヒグループ恵比寿ビル１０階 カルピス㈱本社ビル１Ｆ　ＮＯ．１

アサヒビール㈱１Ｆ娯楽施設（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱１階事務所前（東京都大田区） アサヒ飲料㈱　工場Ｎｏ５（兵庫県明石市） カルピス㈱本社ビル１Ｆ　ＮＯ．２

アサヒビール㈱アサヒの森環境保全事務所 アサヒロジ㈱群馬営業所 アサヒ飲料㈱　明石工場Ｎｏ２ カルピス㈱本社ビル外　ＮＯ．３

アサヒビール㈱ソレイユ天王台２ アサヒロジ㈱群馬営業所３（右） アサヒ飲料㈱　工場食堂２Ｆ（兵庫県明石市） カルピス㈱本社ビル外　ＮＯ．１

アサヒビール㈱パッケ休憩所２Ｆ（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱広島支店 アサヒ飲料㈱　明石工場Ｎｏ９正門 カルピス㈱本社ビル外　ＮＯ．２

アサヒビール㈱茨城工場駐輪場 アサヒロジ㈱守山倉庫 アサヒ飲料㈱Ｎｏ１（兵庫県明石市） カルピス㈱本社ビル外　ＮＯ．４

アサヒビール㈱茨城工場内４Ｆ アサヒロジ㈱住之江支店 アサヒ飲料㈱Ｎｏ４（兵庫県明石市） カルピス㈱本社ビル裏２

アサヒビール㈱飲料荷捌上屋（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱住之江支店ペット機 アサヒ飲料㈱Ｎｏ８（兵庫県明石市） カルピス㈱本社正面２

アサヒビール㈱業者事業所前（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱栃木支店１６号倉庫 アサヒ飲料㈱チャレンジャーズクラブハウス カルピス㈱金沢営業所

アサヒビール㈱九州統括本部ＮＯ１ アサヒロジ㈱栃木支店ヤマト運輸事右 アサヒ飲料㈱岡山配送センタードライバー控室 サントネージュワイン１

アサヒビール㈱九州統括本部Ｎｏ２（左） アサヒロジ㈱栃木支店ヤマト運輸事左 アサヒ飲料㈱　群馬工場１階食堂 サントネージュワイン２

アサヒビール㈱四国工場 アサヒロジ㈱栃木支店事務所２Ｆ アサヒ飲料㈱　岡山配送センター事務所 スーパードライ京都

アサヒビール㈱四国工場　副産物所 アサヒロジ㈱栃木支店事務所入口 アサヒ飲料㈱　中国支社１０Ｆ　② スーパードライ京都　ＮＯ２

アサヒビール㈱四国工場　物流センター アサヒロジ㈱南吹田支店 アサヒ飲料㈱　中四国支社１０Ｆ　１ なだ万本社

アサヒビール㈱四国工場２Ｆ アサヒロジ㈱（西川原） アサヒ飲料㈱関東支社新潟支店 ニッカウヰスキー㈱　２Ｆ（東京都港区）

アサヒビール㈱四国工場２Ｆ社員休憩所 アサヒロジスティクス㈱松戸共配センター３Ｆ アサヒ飲料㈱群馬工場／仮設事務所 ニッカウヰスキー㈱門司工場

アサヒビール㈱四国工場醸造棟１Ｆ アサヒロジ㈱　５階　休憩所（東京都品川区） アサヒ飲料㈱群馬工場／工務棟トイレ前 ニッカウヰスキー㈱門司工場

アサヒビール㈱事務棟１Ｆ（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱　６階　休憩所（東京都品川区） アサヒ飲料㈱群馬工場／構内 ニッカウヰスキー㈱５階（東京都港区）

アサヒビール㈱事務棟２Ｆ（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱　宇都宮支店② アサヒ飲料㈱群馬工場／守衛所 ニッカウヰスキー㈱内工事事務所

アサヒビール㈱自動倉庫休憩室（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱　福岡東営業所 アサヒ飲料㈱群馬工場／従業員食堂 ニッカウヰスキー㈱本社１Ｆ　外

アサヒビール㈱松山支店 アサヒロジ㈱ＡＢ第二墨田配送センター アサヒ飲料㈱群馬工場／東門 ニッカウヰスキー㈱本社１Ｆ　中

アサヒビール㈱製造請負事務所通路（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱Ｂ棟９Ｆ（東京都大田区） アサヒ飲料㈱群馬工場／東門喫煙所 フラムドールＢ１Ｆ　休憩所

アサヒビール㈱製品請負事務所食堂（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱かすみがうら支店① アサヒ飲料㈱群馬配送センター食堂左 ㈱なだ万　昭島厨房所①

アサヒビール㈱製品棟１Ｆ請負プレハブ２（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱かすみがうら支店② アサヒ飲料㈱四国支店 ㈱なだ万　昭島厨房所②

アサヒビール㈱製品棟２Ｆ連絡通路前（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱茨城支社 アサヒ飲料㈱富士山工場１Ｆロビー ㈱アサヒビールコミュニケーションズ茨城支

アサヒビール㈱製品棟醸造棟間道路（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱宇都宮支店　第一配送センター アサヒ飲料㈱富士山工場３Ｆ休憩室 ㈱アサヒビールフィード茨城事業所

アサヒビール㈱西東京支店 アサヒロジ㈱宇都宮支店① アサヒ飲料㈱明石工場　第二製造棟資材搬入 ㈱りゅうにちホールディング

アサヒビール㈱静岡支店 アサヒロジ㈱横浜大黒ＤＣ アサヒ飲料㈱明石工場　物流受付 ㈱りゅうにちホールディングス２Ｆ

アサヒビール㈱千葉第一生命ビル４Ｆ アサヒロジ㈱関東支社　階段下 アサヒ飲料㈱明石工場１Ｆ見学ルーム 九州アサヒ飲料販売㈱１（福岡県粕屋郡志免町）

アサヒビール㈱中央コントロール室休憩所（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱関東支社　倉庫前 アサヒ飲料㈱明石工場８号機Ｎｏ２ 九州アサヒ飲料販売㈱２（福岡県粕屋郡志免町）

アサヒビール㈱中部統括本部：右側 アサヒロジ㈱関東支社常総営業所Ａ区画 アサヒ飲料㈱明石工場見学ルーム１ 九州アサヒ飲料販売㈱３２階本社置売CV（福岡県粕屋郡志免町）

アサヒビール㈱中部統括本部：左側 アサヒロジ㈱近畿圏支社　１Ｆ アサヒ飲料㈱明石工場見学ルーム２ ㈱ミチノク仙台営業所（Ｆ）

アサヒビール㈱博多工場協力会社休憩 アサヒロジ㈱近畿圏支社　２Ｆ アサヒ飲料㈱明石工場見学ルーム３ アサヒオリオン飲料㈱　ＤＣ倉庫内

アサヒビール㈱福島工場９号倉庫３Ｆ アサヒロジ㈱近畿圏支社　屋外 アサヒ飲料㈱明石工場南門前 琉球物流㈱ＡＯＣ倉庫

アサヒビール㈱福島工場配車事務所前 アサヒロジ㈱群馬支店／モータープール① アサヒ飲料㈱明石工場北側休憩所 ミチノク水沢営業所

アサヒビール㈱福島工場物流事務所前 アサヒロジ㈱群馬支店／事務所前 アサヒ飲料㈱群馬工場　アセプ棟１Ｆ ミチノク盛岡営業所

アサヒビール㈱物流棟トイレ前（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱群馬支店／出荷事務所① アサヒ飲料㈱群馬工場Ｃ１ライン ミチノク宮古営業所

アサヒビール㈱物流棟外側（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱群馬支店／出荷事務所② アサヒ飲料㈱群馬工場河本ヤマト現場事務所 ㈱ミチノク秋田営業所

アサヒビール㈱物流棟内側（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱群馬支店／新物流棟東側トイレ アサヒ飲料㈱群馬工場見学棟１階 ミチノク一関支店

アサヒビール㈱物流北棟入口内側（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱高槻支店従業員休憩所 アサヒ飲料㈱群馬工場見学棟２階① ㈱ミチノク大船渡

アサヒビール㈱平置き倉庫（茨城県守谷市） アサヒロジ㈱高槻支店乗務員休憩所南 アサヒ飲料㈱群馬工場見学棟２階②

※順不同

「アサヒグループカーボンオフセット対応自販機」一覧



2023年5月11日時点

設置先様

東京都板橋区

ＧＲ／小田急サザンタワー９階 東京都渋谷区 代々木２－２－１

ＧＲ／ＡＩ／フードテクノＥ㈱5丁目倉庫 大阪府大阪市西淀川区 佃５－８－７

ＧＲ／三友共立工業株式会社 神奈川県相模原市緑区 橋本台３－４－１４

ＧＲ／東急ライフィア㈱センター南① 神奈川県横浜市都筑区 茅ケ崎中央３１－１２

神奈川県横浜市瀬谷区

山梨県甲府市

長崎県長崎市

長崎県長崎市

埼玉県八潮市

東京都中央区

神奈川県横浜市瀬谷区

神奈川県横浜市瀬谷区

神奈川県横浜市瀬谷区

神奈川県横浜市瀬谷区

ＧＲ／三菱重工パワー精密鋳造　第一工場 栃木県宇都宮市 平出工業団地１－１７

栃木県芳賀郡芳賀町

神奈川県横浜市瀬谷区

神奈川県横浜市瀬谷区

埼玉県飯能市

ＧＲ／京浜スチール工業㈱ 神奈川県川崎市川崎区 小島町４－３

千葉県佐倉市

東京都品川区

ＧＲ／ＨＫＴ梱包サービス㈱ 東京都八王子市 七国３－５５－３

ＧＲ／西武鉄道　保谷駅３番ホーム 東京都西東京市 東町３丁目１４－３０

埼玉県草加市

埼玉県草加市

東京都西東京市

神奈川県川崎市中原区

千葉県野田市

千葉県船橋市

千葉県船橋市

大分県大分市

東京都港区

東京都目黒区

東京都足立区

東京都八王子市

ＧＲ／大木町総合体育館 福岡県三潴郡大木町 大字八丁牟田６１７－１

ＡＢ／本宮市役所 福島県　　本宮市 本宮万世２１２

大分県大分市

東京都渋谷区

兵庫県神戸市北区

ＧＲ／㈱小田急ビルサービス海老名技術詰所 神奈川県海老名市 めぐみ町１－３１

大分県豊後大野市

㈱ランド技術設計 岩手県奥州市 水沢西町４－２６

ＧＲ／小田急電鉄　本厚木下りホーム 神奈川県厚木市 泉町１－１

ＧＲ／小田急電鉄　五月台駅下りホーム 神奈川県川崎市麻生区 五力田３－１８－１

東京都江東区

東京都江東区

東京都足立区

東京都足立区

東京都江戸川区

東京都江東区

東京都江東区

東京都江東区

東京都大田区

東京都品川区

東京都江東区

東京都豊島区 ※順不同

東京都豊島区 ※設置様名については弊社登録名となっております

「カーボンオフセット自販機」設置先様一覧　

住所



2023年5月11日時点

設置先様

神奈川県横浜市青葉区

相模原市中央区

相模原市緑区

相模原市中央区

相模原市南区

相模原市南区

東京都江東区

ＧＲ／トヨタホーム株式会社栃木事業所食堂 栃木県栃木市 大光寺町字吾妻原３４８７－１

ＧＲ／本宮市恵向公園① 福島県本宮市 荒井恵向

長崎県長崎市

長崎県長崎市

京都府京都市山科区

福島県南会津郡南会津町

福島県南会津郡南会津町

ＧＲ／本宮市恵向公園② 福島県本宮市 荒井恵向

東京都港区

千葉県山武市

※順不同

※設置様名については弊社登録名となっております

「カーボンオフセット自販機」設置先様一覧　

住所


