
ＥＮＥＯＳカーボンニュートラル・チャレンジ約款 

 

（約款の適用） 

第 1 条 ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社（以下「当社」といいます。）は、この約

款（以下「本約款」といいます。）および当社が管理するＥＮＥＯＳと、はじめよう！

カーボンニュートラル・チャレンジの Web サイト（以下「本 Web サイト」といいます。）

に掲載する利用条件等（以下、利用条件等と本約款を合わせて「本約款等」といいま

す。）に従い、日本国内のＥＮＥＯＳのサービスステーションでレギュラーガソリン・ハ

イオクガソリン・軽油（以下「ＥＮＥＯＳガソリンおよび軽油」といいます。）を購入し

た（又は購入予定の）個人のお客様が、当社が行ったカーボンオフセット（第 2 条に定義

します。）の費用のうち希望する金額を当社に支払うことで、カーボンオフセットされた

またはＥＮＥＯＳガソリンおよび軽油を購入したこと（又は購入すること）になる旨を証

明する証書（以下「カーボンオフセット証書」といいます。）を交付します（以下「本

サービス」といいます。）。なお、本約款等に定めのない事項については、法令または一

般の慣習によるものとします。また、日本国内に居住する個人のお客様にのみ提供するも

ので、日本国内の法人または団体、日本国外の法人または団体ならびに、日本国外に居住

する個人のお客様は、本サービスを利用することは出来ません。 

2 当社は、本サービスの内容または機能等を、随時追加、変更または削除等が出来るも

のとし、お客様はこれに対して異議申立てを行わないものとします。また、当社はお客様

に対して、本サービスの内容または機能等の追加、変更または削除等による責任を負わな

いものとします。 

 

（定義） 

第 2 条 本約款において以下の用語はそれぞれ次の意味を有することとします。 

(1) 「カーボンオフセット」とは、日本国内のＥＮＥＯＳのサービスステーションで販売

されるＥＮＥＯＳガソリンおよび軽油について、その燃料の採掘から走行による消費

までの一連のバリューチェーンで 1ℓ当たり 3kg の二酸化炭素（以下「CO2」といいま

す。）が排出されるものとみなして、対象カーボンクレジットの無効化により、その

バリューチェーンで排出される CO2 排出量をオフセットすることをいいます。 

(2) 「対象カーボンクレジット」とは、①プロジェクト名「家庭における太陽光発電設備

の導入による CO2 排出削減プロジェクト」に対して「J-クレジット制度」が発行し、

管理する「J-クレジット」、②プロジェクト名「新潟県佐渡市『トキの森』整備事

業」に対して「新潟県版 J-クレジット制度」が発行し、管理する「新潟県版 J-クレ

ジット」、及び③プロジェクト名「Vector Green  Energy Private Limited による

Bundled Solar Power Project （インドにおける太陽光発電事業）」に対して Verra

が運営・管理するカーボンクレジットの認証・取引制度である Verified Carbon 

Standard に従い発行され、かつ管理されている「Verified Carbon Unit」をいいま
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す。また、これら「家庭における太陽光発電設備の導入による CO2 排出削減プロジェ

クト」、「新潟県佐渡市『トキの森』整備事業」及び「Vector Green  Energy 

Private Limited による Bundled Solar Power Project （インドにおける太陽光発電

事業）」を「対象プロジェクト」といいます。 

    

（契約の成立及び証書の発行） 

第 3 条 本 Web サイトに掲載する所定の対価支払い手続きの完了をもって、お客様の申込

み（以下「本申込」といいます。）とみなします。なお、お客様は本申込の時点で、本約

款等に同意したものとみなします。 

2 前項に基づく申込みに関して本約款等に定める条件の不充足等がなければ、当社は、

ただちに、当該申込みに基づき、電子的な方法で、カーボンオフセット証書を、本申込み

確認後速やかに発行するものとします。当社によるカーボンオフセット証書の発行をもっ

て、本申込に基づく本サービスの実施は全て完了されたものとし、当社は、お客様に対

し、その他の責任を一切負わないものとします。また、カーボンオフセット証書の交付の

実施後、当社は、返金を一切行いません。 

 

（注意事項） 

第 4 条 お客様は、予め以下の事項を理解し、了承した上で、本約款等に基づく本サービ

スを申し込むものとします。 

(1) 本約款等に基づく本サービスにおいて、当社が表明保証し、約束することは、本申込

に関して本約款等に定める条件の不充足等がなかった場合に、カーボンオフセット証

書を発行することが全てであること。 

(2) 本約款等に基づく本サービスの提供は、お客様に対象カーボンクレジットを譲渡する

ものではないこと。 

(3) 本約款等に基づく本サービスの提供において、当社は、対象プロジェクトの適法性、

適正性、およびその他の状況について何ら表明保証し、約束するものではないこと。 

(4) 本約款等に基づく本サービスの提供において、当社は、対象カーボンクレジットの経

済的価値、商業的価値、その他の価値およびお客様の特定の目的への適合性等につい

て何ら表明保証し、約束するものではないこと。 

(5) 本申込に関して、お客様が本約款等の規定に違反して本申込を行ったものと当社が合

理的に判断した場合、当社は、本サービスを実施しないこと。当該本サービスの不実

施について、当社は、何ら責任を負わないこと）。 

(6) 本申込に関して、当社か管理する本 Web サイトにおける所定の対価支払い手続きの完

了後は、当該申込みの取消しはできないこと。 

(7) 本約款等に基づく本サービスの提供に関してお客様と第三者との間に発生した紛争等

について当社は何ら責任を負わないこと。 

(8) 当社は、当社の故意過失によってお客様に発生した経済的な直接損害について相当因
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果関係の範囲内で賠償責任を負うものの、間接損害、遺失利益その他の損害について

は賠償責任を負わないこと。なお、原因の如何を問わず、当社が負う損害賠償責任の

額は、当社が本サービスに関してお客様から受領した金額の総額を上限とします。 

(9) 不可抗力事由（不可抗力事由が対象カーボンクレジットの供給元、または認証事業者

その他カーボンオフセットに関連する事業者において生じた場合を含みます）によっ

て当社が本約款等に基づく本サービスの提供を実施できなかった場合、当社は何ら責

任を負わないこと。 

 

（個人情報の取扱い） 

第 5 条 当社は、お客様から取得した氏名、電子メールアドレス等（以下総称して「個人

情報」といいます。）を、以下の各号に定める目的で利用します。 

(1) 本人認証、本サービスの提供可否の確認と判断、本サービスの利用実績の管理、その

他本サービスの遂行およびサービス品質向上のため 

(2) 当社およびＥＮＥＯＳグループ各社（以下「当社グループ」といいます。）の提供す

るサービスや商品に関するアンケートの実施、当該サービスや商品の改善・開発、当該

サービスや商品に関する広告・宣伝物の送付・勧誘・販売、関係法令により必要とされて

いる業務のため 

(3) その他、上記に付随関連する業務の遂行のため 

2 当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を次の各号に示すとおり共同利用する

場合があります。 

(1) 共同利用する個人情報の項目：前項柱書に記載の個人情報全て 

(2) 共同利用者の範囲：当社グループおよび本サービスの開発に関して当社がコンサル

ティングを委託する会社 

(3) 共同利用の目的：前項各号に定める利用目的 

(4) 共同利用の管理責任者：当社 

3 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、お客様からご提供いただいた個

人情報を第三者に提供いたしません。 

(1) 個人情報が識別する本人の同意がある場合 

(2) 法令に基づく場合 

(3) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、個人情報が識別

する本人の同意を得ることが困難なとき 

(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

するに際して協力する必要がある場合であって、個人情報が識別する本人の同意を得るこ

とによって当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき 

(5) 本サービスの対価および本サービスの利用に関連してお客様が当社に対して負担する

債務を決済するために、お客様がクレジットカード決済時にご利用いただいた各カード会

社、当社が本サービスのために契約するクレジットカード決済代行会社に対して会員情報
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を提供するとき 

4 当社は、本条に定める利用目的の達成に必要な範囲で、適切な保護措置を講じたうえ

で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。 

5 当社は、(1)の情報を含む、お客様による本サービスの利用を通じて取得した情報

（以下「利用情報」といいます）について、(2)に示す目的で継続的に、当社において使

用し、または(3)の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情

報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名化処理を

行うものとします。 

(1) 主な利用情報：［お客様が購入したこと（又は購入すること）になるカーボンオフ

セットされたＥＮＥＯＳガソリンおよび軽油の量及びオフセットされた CO2 の量、対象プ

ロジェクト、本約款等に定める支払義務等］ 

(2) 利用目的：本サービスの遂行ならびに当社グループの提供する商品およびサービスの

改善、新サービスの検討、サービス基盤の整備と構築および安全管理のため 

(3) 提供先：当社グループ、前項に定める業務の委託先 

 

（反社会的勢力の排除） 

第 6 条 お客様は、本サービスの申し込み時点で、自らまたはその役員が暴力団、暴力団

員、暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、

総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これ

らに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」といいます。）に該当せず、かつ将来にわ

たっても該当しないことを表明し、保証します。 

2 法人のお客様は、本サービスの申し込みの時点で、自らが次の各号のいずれにも該当

せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証します。 

(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること 

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(3) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもっ

てするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること 

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること 

(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき

関係を有すること 

3 お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行ってはいけませ

ん。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 契約に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を
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妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

4 当社は、お客様が前各項のいずれか一つにでも違反すると疑われる合理的な事情があ

る場合は、当該違反の有無につき、お客様の調査を行うことができ、お客様はこれに協力

するものとします。また、お客様は、自らが前各項のいずれか一つにでも違反し、または

その恐れがあることが判明した場合は、ただちにその旨を当社に通知するものとします。 

5 当社は、お客様が前各項のいずれか一つにでも違反した場合は、通知または催告等何

らの手続きを要せず、ただちに本申込を取り消すことができるものとします。 

6 当社は、前項に基づく本申込の取消しによりお客様またはその他の第三者が被った損

害等につき、一切の義務および責任を負わないものとします。 

7 お客様は、本条に違反したことにより当社に損害等を与えた場合、これを賠償するも

のとします。 

 

（本サービス提供の中止・中断） 

第 7 条 当社は、本サービスの提供が不可能または著しく困難になったと判断した場合、

本サービスの全部または一部の提供を中止することができるものとし、お客様による本

サービスの本申込を取り消すことができるものとします。 

2 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、お客様に事前に通知することな

く本サービスを一時的に中断することができるものとします。 

(1) 本サービスを提供するためのシステム、ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合 

(2) 本サービスを提供するためのシステムに負荷が集中した場合、またはセキュリティ上

の問題があると当社が判断した場合 

(3) 火災、停電、地震その他天災により本サービスの提供ができなくなった場合 

(4) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスが提供できなくなった場合 

(5) 本サービスを提供するために必要な許可、認可、届出および登録等について取り消

し、効力停止、更新拒絶等の行政処分を受けた場合 

(6) その他、運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合 

3 前各項の本サービスの提供の中止または一時的な中断により、お客様またはその他の

第三者が被った損害等について当社は一切賠償責任を負わないものとします。 

 

（相殺） 

第 8 条 当社は、本約款等に基づきお客様に対し金銭債務を負担するときは、お客様が当

社に対し負担する本サービスの対価の支払債務その他の金銭債務とをいつでも相殺するこ

とができるものとします。 

 

（通信設備・システム・ソフトウェア等の変更および免責） 

第 9 条 当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なくして、当社の裁量により、本
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サービスに係る通信設備、システム、ソフトウェア等について修正、アップデートを行

い、または使用を終了することができ、これに起因してお客様またはその他の第三者が

被った損害等について一切賠償責任を負わないものとします。 

2 当社は、当社の責に帰すべき事由に基づく場合を除き、当社のホームページ、サー

バ、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等に、コンピューターウイルス等の有害

なものが含まれていないことを保証しません。 

 

（本約款等の変更） 

第 10条 当社は、お客様の事前の承認なしに、本条第 2 項に定める方法により、本約款等

を変更することがあります。 

2 本約款等の変更は、変更内容を本 Web サイトに掲載する方法でお客様に告知すること

により行うものとします。 

3 前項に基づく本約款等の変更の効力は、本 Web サイトに掲載した効力発効日より生ず

るものとします。 

4 当社は、本条第 2 項に基づく本約款等の変更によりお客様またはその他の第三者に生

ずる損害等について賠償責任を負わないものとします。 

 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第 11条 お客様は、本サービスまたは本約款等に基づく一切の権利もしくは義務の全部ま

たは一部について、当社の書面による事前の同意がなければ、これを譲渡、承継もしくは

移転し、これに担保を設定し、またはその他の処分を行うことができないものとします。 

 

（準拠法） 

第 12条 本約款等の準拠法は日本法とします。 

 

（管轄裁判所） 

第 13条 本約款等に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所

をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

2023 年 2月 10 日制定 


