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　 蛍光灯（部屋用） 　 エアコン（暖房）

省エネタイプ 省エネタイプ
(38,600円） (146,600円）

年間CO2排出量 年間CO2排出量
107 ｋｇ 504 ｋｇ

削減CO2排出量 削減CO2排出量
19 ｋｇ 352 ｋｇ

仕様 １２畳以上 仕様 11～17畳用

購入年 今年（2007年） 購入 今年（2007年）

　 エアコン（冷房） 　冷凍冷蔵庫

省エネタイプ 省エネタイプ
(146,600円） (171,000円）

年間CO2排出量 年間CO2排出量
173 ｋｇ 255 ｋｇ

削減CO2排出量 削減CO2排出量
75 ｋｇ 256 ｋｇ

仕様 11～17畳用 仕様 401～450ﾘｯﾄﾙ

購入年 今年（2007年） 購入 今年（2007年）



電球型蛍光灯(手元灯)

　白熱球60Wの口金に適合
(800円）

年間CO2排出量
12 ｋｇ

白熱電球から
削減CO2排出量

46 ｋｇ
仕様 12W球×1個

購入年 今年（2007年）



年

年

蛍光灯（部屋用） エアコン　（暖房）

年間CO2排出量 年間CO2排出量
126 ｋｇ 856 ｋｇ

仕様 １２畳以上 仕様 11～17畳用

購入年5年前（2002年） 購入 10年前（1997年）

白熱電球（手元灯） 電球型蛍光灯(手元灯)

　白熱球60Wの口金に適合

年間CO2排出量 年間CO2排出量
58 ｋｇ 12 ｋｇ

白熱電球から
削減CO2排出量

46 ｋｇ
仕様 60W球×1個 仕様 12W球×1個

購入年今年（2007年） 購入 今年（2007年）



年

年

家具調こたつ 電気ファンヒーター

年間CO2排出量 年間CO2排出量
163 ｋｇ 354 ｋｇ

仕様 75ｃｍ四方 仕様 加湿機能付き

購入年今年（2007年） 購入 今年（2007年）

ホットカーペット 電気ストーブ

年間CO2排出量 年間CO2排出量
176 ｋｇ 312 ｋｇ

仕様 ２畳相当 仕様 遠赤外線式

購入年今年（2007年） 購入 今年（2007年）



年

年

エアコン　（冷房） 扇　風　機

年間CO2排出量 年間CO2排出量
248 ｋｇ 4 ｋｇ

仕様 11～17畳用 仕様 リモコン付　

購入年10年前（1997年） 購入 今年（2007年）

冷凍冷蔵庫 電子レンジ

年間CO2排出量 年間CO2排出量
511 ｋｇ 84 ｋｇ

仕様 401～450ﾘｯﾄﾙ 仕様 単機能500ｗ

購入年10年前（1997年） 購入 今年（2007年）



年

年

換　気　扇 食器洗い乾燥機

年間CO2排出量 年間CO2排出量
7 ｋｇ 209 ｋｇ

仕様 キッチン用(25cm) 仕様 卓上型

購入年今年（2007年） 購入 今年（2007年）

コーヒーメーカー パソコン

年間CO2排出量 年間CO2排出量
44 ｋｇ 2 ｋｇ

仕様 １～５カップ 仕様 液晶デスクトップ

購入年今年（2007年） 購入 今年（2007年）



年

電気掃除機 空気清浄機

年間CO2排出量 年間CO2排出量
53 ｋｇ 7 ｋｇ

仕様 紙パック型 仕様 18畳用

購入年今年（2007年） 購入 今年（2007年）

ゲーム機

年間CO2排出量
33 ｋｇ

仕様 家庭用ゲーム機

購入年今年（2007年）



年

年

テレビ（ブラウン管） 　動作時 ジャー炊飯器
　（映像が映っている時） 　　炊飯時

年間CO2排出量 年間CO2排出量

132 ｋｇ 38 ｋｇ

　待機時
　（電源が入っている時） 　保温時

仕様 ワイド28型 年間CO2排出量 仕様 ＩＨ5.5合～8合 年間CO2排出量

購入年 5年前（2002年） 1 ｋｇ 購入 今年（2007年） 20 ｋｇ

電気ポット ＤＶＤレコーダ
　　沸騰時 　　録画・再生時

年間CO2排出量 年間CO2排出量

79 ｋｇ 27 ｋｇ

　　保温時(90℃) 　　待機時

仕様 ３リットル 年間CO2排出量 仕様 ＨＤＤ内蔵型 年間CO2排出量

購入年 今年（2007年） 9 ｋｇ 購入 今年（2007年） 3 ｋｇ



年

)

)

電　話　機 ファックス
　　使用時 　　使用時

年間CO2排出量 年間CO2排出量

0 ｋｇ 11 ｋｇ

　　待機時 　　待機時

仕様 コードレス親機 年間CO2排出量 仕様 電話機能付き 年間CO2排出量

購入年 今年（2007年） 8 ｋｇ 購入 今年（2007年） 3 ｋｇ

　 テレビ（液晶） 動作時(映像が映っている時

省エネタイプ 年間CO2排出量
(109,900円） 73 ｋｇ

削減CO2排出量
59 ｋｇ

待機時(電源が入っている時

年間CO2排出量
0 ｋｇ

仕様 ワイド25～30V型 削減CO2排出量
購入年 今年（2007年） 1 ｋｇ
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