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1. ASSETシステムとは？

 ASSET制度の排出量と排出枠の管理を一元的に
行うためのWEBシステム

 目標保有者、検証機関、取引参加者、環境省が、
それぞれASSETシステムを介して実施ルールに
基づく各種手続きを行うことになる

ASSETシステム
（WEBシステム）

✓ 目標保有者
✓ 検証機関
✓ 環境省（事務局）
✓ 取引参加者

インターネット

ASSETシステムの主な機能
・排出量管理機能：算定報告書の提出、検証、承認
・排出枠管理機能：排出枠の発行、取引、償却
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2. ASSETシステムに関連するスケジュール
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年度(第8期) ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11月 12月 １月 ２月 ３月

2019年度
設備導入年度

2020年度
削減目標年度

2021年度
調整・自主削
減年度

2022年度
報告年度

基準年度算定報告書を登録、
検証依頼

検証後、検証報告書を
登録、承認依頼

算定・検証報告書の
査読後、承認

排出枠
（JAA）
発行

排出枠（JAA）の取引・償却（随時）

算定報告書
を登録、検
証依頼

検証報告
書を登録、
承認依頼

算定・検証報
告書の査読後、

承認

排出枠（JAA)の取引・償却（随時）

2020年度排出量実績に
応じた排出枠を償却
償却期限：
2021年11月30日（厳守）

基準年度排出量の確定
排出枠発行量（基準年度排
出量－削減目標量）の確定

2021年度算定報
告書を作成・システ

ムより提出

算定報告書
の受領

2020年度の排出
量実績の検証を経
て、確定

目標保有者の作業 検証機関の作業 環境省（事務局）の作業

検証機関と契約

検証受検は不要

検
証
機
関
と
契
約

システム
登録申請
書の提出システム登録申請書

提出期限（消印有効）：
7月26日（金）（厳守）

報告書承認依頼期限：
12月20日（金）（厳守）

報書承認依頼期限：
2021年6月30日（厳守）

報告書提出期限：
2022年6月30日（厳守）

単年度参加者用



2. ASSETシステムに関連するスケジュール
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年度(第8期) ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11月 12月 １月 ２月 ３月

2019年度
設備導入年度

2020年度
設備導入年度

2021年度
削減目標年度

2022年度
調整・自主削
減年度

2023年度
報告年度

基準年度算定報告書を登録、
検証依頼

検証後、検証報告書を
登録、承認依頼

算定・検証報告書の
査読後、承認

JAA発行 排出枠（JAA）の取引・償却（随時）

算定報告書
を登録、検
証依頼

検証報告書
を登録、承
認依頼

算定・検証報告
書の査読後、

承認

排出枠（JAA)の取引・償却（随時）

2021年度排出量実績に
応じた排出枠を償却
償却期限：
2022年11月30日（厳守）

基準年度排出量の確定
排出枠発行量（基準年度排出量
－削減目標量）の確定

2022年度算定報
告書を作成・システ

ムより提出

算定報告書
の受領

2021年度の排出
量実績の検証を経
て、確定

目標保有者の作業 検証機関の作業 環境省（事務局）の作業

検証機関と契約

検証受検は不要

検
証
機
関
と
契
約

システム
登録申請
書の提出

システム登録申請書
提出期限（消印有効）：
7月26日（金）（厳守）

報告書承認依頼期限：
12月20日（金）（厳守）

報告書承認依頼期限：
2022年6月30日（厳守）

報告書提出期限：
2023年6月30日（厳守）

複数年度参加者用

2019年度算定報
告書を作成・提出

算定報告書
の受領

2020年度算定報
告書を作成・提出

算定報告書
の受領

報告書提出期限：
2020年6月30日（厳守）

報告書提出期限：
2021年6月30日（厳守） 2020、2021年度ともに

検証受検は不要。報告書は
メールで提出。
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 ①ASSETシステム登録申請書（要社印）
②個人情報提供の同意書（要個人情報責任者
印）を期日（7月26日（金））までに提出
（提出先は最終ページ参照）

 事務局に到着後、ログインIDとパスワードを担
当者宛てに郵送。

3. ASSETシステム登録申請について

通知書
（担当者宛）

目標保有者 環境省(事務局) 

①ASSETシステム登録申請書
と②個人情報提供同意書※の
提出

目標保有者システム登録
（ログインID、パスワード発行）

ASSETシステム登録完了通知書
の送付（郵送）

ログインIDとパスワードで
ASSETシステムログイン

申請書

※環境省が、ASSETシステム登録に必要な個人情報を事務局に委託することに同意いただくもの。
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 システム登録申請者

⚫ 代表事業者が申請すること。

⚫ 目標保有者が複数いる場合は代表事業者が申請内
容を取りまとめる

 担当者

⚫ ASSETシステムの全般的な管理を行ったり、運営者
との連絡窓口となる

⚫ 代表事業者または共同事業者に所属する方。

⚫ ログインIDとパスワードは担当者宛てに郵送

3. ASSETシステム登録申請について

目標保有者

代表事業者

共同事業者

共同事業者

申請者

担当者

担当者は代表事業者または共同事業者に所属する
方としてください。システムに関する連絡窓口で
あり、通知書の送付先となるため代表事業者が責
任をもって選任の上申請してください。
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 1件の登録申請に対して、2種類（目標保有者A
とB）のログインIDとパスワードを発行

1. 目標保有者AのログインID

⚫ 全ての機能が使用可能

⚫ パスワード変更や排出枠の取引、償却等が可能

⚫ 1担当者でシステムを使う場合はこのIDのみでOK

2. 目標保有者BのログインID（任意使用）

⚫ 排出量管理機能（算定報告書の提出）のみ使用可能

⚫ 排出量管理のみ行う担当者が使用

⚫ 排出枠の情報（残高、取引量等）は閲覧できない

4. 二種類のログインIDと登録メールアドレス
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 ASSETシステムは、算定報告書の提出や排出
枠の移転等の操作時に目標保有者にメールを
自動配信

1. 目標保有者Aのメールアドレス（登録必須）

⚫ 全ての配信メールが送信される

⚫ 担当者が閲覧できるメールアドレスであること

2. 目標保有者Bのメールアドレス（登録任意）

⚫ 排出量管理（算定報告書の提出）に関する配信メール
のみが送信される

⚫ 担当者以外のメールアドレスでも可

⚫ 目標保有者BのログインIDを使用しなければメールア
ドレスの登録も不要

4. 二種類のログインIDと登録メールアドレス
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4. 二つの認証種別と登録メールアドレス

ASSETシステム

●基本情報管理機能

・担当者情報変更

・パスワード変更

・バンキング申請 等

●排出量管理機能

・算定報告書登録

・検証依頼

・差し戻し依頼 等

●排出枠管理機能

・発行（を受ける）

・取引（移転）

・償却

・残高明細確認 等

目標保有者AのログインID

※メールアドレス登録必須
担当者が閲覧できるメールアドレス
である必要があります。

目標保有者BのログインID

※メールアドレス登録任意

：操作可能

：メール配信

１件の目標保有者に対して

「目標保有者A」と「目標保

有者B」の認証種別（ユーザ

権限）が１つずつ登録され

ます。

例えば
ABC株式会社
本社 総務部長A
（排出枠の取引等を担当）

例えば
ABC株式会社××工場
設備課長B
（工場の算定を担当）
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5. 提出書類記入注意点：①システム登録申請書

【押印欄】
代表事業者の社印を押印ください。「○○事業所」や
「△△工場」の印は不可です。代表取締役印（丸印）、
角印のいずれかでお願いします。

【ASSETシステム口座名】
事業所名と同じにするなど、他の参加者（排出枠の取
引先など）が見て分かりやすい名称としてください。

【事業所名】
公募申請時の事業場・工場名（環境省報道発表による
ASSET採択リストに記載）を記入してください。

【共同事業者名】
3者以上共同事業者がいる場合は、行をコピーの上、
ご記入ください。

【担当者メールアドレス（メールアドレスA）】
担当者メールアドレスは目標保有者A用アドレスとなり
ます。担当者が閲覧できるメールアドレスを記入くださ
い。

【申請書のダウンロード場所】
http://www.asset.go.jp/system
→「ASSETシステム登録申請書
（目標保有者用）」

【メールアドレスB】
メールアドレスBは目標保有者B用アドレスとなります。
任意ですので記入しなくとも結構です。

http://www.asset.go.jp/system


5. 提出書類記入注意点：②個人情報提供の同意書

【会社名及び氏名記入欄】
●日付は本書類の作成日としてください。
●ASSETシステム登録申請書にご記入いただい
た「担当者情報」の法人に所属する個人情報責
任者様のお名前と捺印をお願いします。
会社代表印である必要はありません。
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6. ASSETシステムへのログイン

 URL：https://asset.env.go.jp/asset/

 システム登録完了通知書に記載されたログインIDと
パスワードでログイン（目標保有者AまたはB）

ASSETシステムログイン画面
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6. ASSETシステムへのログイン

 ログイン後の画面（ホーム画面）には現時点の実
績情報が表示される

 目標の遵守状況を確認
排出枠管理・売買掲示板は目標保有者A
でログインした時にのみ表示される

【基準年度排出量・削
減目標量】
基準年度算定報告書
の承認後、表示。

【削減目標年度実績排出量/償却義務量】
削減目標年度算定報告書の承認後、表示。
削減目標年度の排出量の確定後、ここに表
示された排出量と同量を償却する必要があ
る。

【償却状況（遵守、未遵守）】
償却が完了すると「遵守」状
態になる。

ホーム画面



13

 算定に関連する以下の手続きをシステムで実施する。
⚫ 目標保有者が実施

✓ 基準年度/削減目標年度（検証有り）の場合

• 算定報告書のシステムアップロード、検証依頼、差戻依頼

✓ 調整・自主削減年度（検証無し）の場合

• 算定報告書のシステムアップロード、提出、差戻依頼

⚫ 検証機関が実施

✓ 算定報告書の差戻

✓ 検証報告書のシステムアップロード

✓ 算定報告書・検証報告書の承認依頼、差戻依頼

✓ 算定報告書及び検証報告書に関する査読書類の返信

⚫ 環境省（事務局）が実施

✓ 算定報告書及び検証報告書に関する査読書類の送信

✓ 算定報告書・検証報告書の差戻、承認、受理

7. 排出量管理機能について（操作マニュアルP23～P33）

※基本的には、承認依頼や査読書類のやり取りは、検証機関と環境省（事務局）で行うが、
場合によっては、検証機関から目標保有者へ対応を求めることもある。
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【ASSETシステム上での手続きの模式図（基準年度/削減目標年度の場合）】

環境省（事務局）検証機関目標保有者

②算定報告書の検証依頼

④算定報告書の承認依頼
検証報告書の承認依頼

①算定報告書の作成
（システム登録）

③検証報告書の作成
（システム登録） ⑤査読書類の

やり取り

⑥算定報告書の承認
検証報告書の承認

7. 排出量管理機能について（操作マニュアルP23～P33）

環境省（事務局）目標保有者

②算定報告書の提出

①算定報告書の作成
（システム登録）

③算定報告書の受理

【ASSETシステム上での手続きの模式図（調整・自主削減年度の場合）】

検証が無いため、目標保有者が
直接環境省（事務局）に提出する。

算定報告書の
差戻依頼、差戻
（必要があれ

ば）

算定・検証報告書
の差戻依頼、差戻
（必要があれば）

算定報告書の差
戻依頼、差戻
（必要があれば）

※複数年度事業者の場合、2019年度、2020年度の算定報告書はシステムを介さ
ず、メールで提出すること（送付先等の詳細は別途連絡予定）。
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7. 排出量管理機能について（操作マニュアルP23～P33）

 「報告書情報一覧」から算定報告書の登録、閲覧、検
証依頼、差戻依頼が可能

 検証報告書や査読書類の閲覧も可能

検証機関が未定
の場合は空欄
（決定後に検証）

基準年度の
報告書情報

報告書情報一覧画面

削減目標年度の
報告書情報

調整・自主削減年
度の報告書情報
（検証無しのため
算定報告書のみ）

各報告書の
ステータスが表示

ファイルの登録、
閲覧ボタン

検証依頼、
差戻依頼
ボタン



7. 排出量管理機能について（操作マニュアルP23～P33）

←報告書情報登録/削除画面

算定報告書

・算定報告書の登録、閲覧
・算定報告書は指定様式（Excel）のため、
その他のファイルは登録エラーとなる（排
出量を自動で取り込む）
・複数回登録できるが、最新の登録ファイ
ルが正とされる
・担当検証機関が閲覧可

・添付ファイル（その他の方法にかかる報
告様式３や敷地図等を別紙とする場合）
がある場合は任意で登録可能。
・担当検証機関が閲覧可

検証機関が検証報告書を登録すると、目
標保有者も閲覧が可能

検証機関と環境省（事務局）がやり取りす
る査読書類の閲覧も可能

 「登録／閲覧」画面

添付ファイル

検証報告書

査読書類
16
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 算定報告書はASSET制度指定の様式。それ以外のファイ
ルはシステムへのアップロードが出来ない。
⚫ 算定報告書の参加期、算定年度、単独/グループの別、事業場/
工場の別が誤っている場合も不可能。

作成した算定報告書の
参加期、算定年度、単独
/グループの別を確認。

事業場/工場の別が正しく選択されていることを確認。
（グループ参加者の場合は「1-2.事業所リスト」シー
トに記載欄あり）

7. 排出量管理機能について（操作マニュアルP23～P33）

【算定報告書（「基本情報」シート・単独）】
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7. 排出量管理機能について（操作マニュアルP23～P33）

算定報告書及び添付書類のアップロード後、
検証依頼画面のボタンを押し、検証依頼を行う。
検証依頼を行うと、算定報告書及び添付書類
のファイルの差替や編集が不可となる。

検証依頼後に提出書類の差替を行う場合には、
検証機関に「差戻依頼」を行う。

 検証依頼・差戻依頼



8. 排出枠管理機能について（操作マニュアルP34～P71）

遵守口座
AST-XXXX

目標保有者

遵守口座
AST-YYYY

取引口座
AST-ZZZZ

他の目標保有者 取引参加者

取引
（移転先口座番号を

指定）

償却口座
AST-8 or 

AST-9

取消口座
AST-101

ｵﾌｾｯﾄ口座
AST-201

償却

取消やオフセット
（必要時のみ）

 削減目標年度排出量の確定後、単年度参加者は2021年
11月30日まで、複数年度参加者は2022年11月30日まで
に、削減目標年度排出量と同量の排出枠（JAA又はjVER）
を償却すること。償却はASSETシステム上で行う（次スライド以降参
照）。

 ASSET制度の排出枠（JAA又はjVER）を他の参加者と取
引することも可能。
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 ASSETシステムの主な機能の紹介

⚫ 「排出枠管理」タブは、目標保有者AのログインIDでロ
グインした場合のみ表示され、操作できる。

「移転」：本資料22ページ参照

「償却」：本資料20ページ参照

「残高照会」：本資料23ページ参照

【目標保有者Aのシステムログイン後の画面】

8. 排出枠管理機能について（操作マニュアルP34～P71）

売買掲示板

「売買掲示板」：本資料24ページ参照

20
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①ログイン後、画面上部のタブ
「排出枠管理」に表示される、
「償却」をクリックする。

②「償却方式選択」の画面で、
移転方法を選択する。

●排出枠総量指定方式：排出枠種別、
発行期、排出枠量を指定し償却する。
（特段のこだわりがない場合、こちらを
選択）

●排出枠シリアル番号指定方式：排出
枠シリアル番号を指定し償却する。

 償却（操作マニュアルP42～）

8. 排出枠管理機能について（操作マニュアルP34～P71）



③「移転排出枠情報」の欄に、下記の情報を記入し、「追加」ボタンを押す。
●排出枠種別･･･JAAかjVERのどちらかを選択。
●発行期･･･（JAAを選択した場合のみ）単年度参加者は8期、複数年度参
加者は9期を選択。
●排出枠量･･･償却する排出枠の量を記入。

④「確認」ボタンを押下後、画面の指示に従ってすすむと償却が完了する。
※「ホーム」画面の「削減目標年度排出量/償却義務量」に表示される数量
を償却すること。「遵守状況（遵守、未遵守）」が「遵守」となっていれば償却
が完了したことになる。「未遵守」の場合は、償却量が不足している等の理
由で、償却が完了していない。
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※総量指定方式の処理

 償却（操作マニュアルP42～）

8. 排出枠管理機能について（操作マニュアルP34～P71）



【口座番号】
・移転（取引）時には取引相手の口座番
号を入力する必要がある。
・連絡先の一覧表としては表示されない
ので、取引時に相手に聞き把握しておく。

 移転（操作マニュアルP34～）

⚫ 「償却」と基本的に操作手順は変わらないが、取引相手の「口座
番号」が必要になる。

【移転排出枠情報】
●排出枠種別･･･JAAかjVERのどちらかを選択。
●発行期･･･（JAAを選択した場合のみ）発行期を選択。
●排出枠量･･･移転したい排出枠の量を記入。

8. 排出枠管理機能について（操作マニュアルP34～P71）

23
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【コミットメントリザーブ量】
・ASSET制度では、償却前に排出枠全量を取引（売却）す
ることを禁止している。必ず一定量（＝コミットメントリザー
ブ量）の排出枠を保持しなければならない。償却完了後に
は0となる。
・コミットメントリザーブ量＝JAA発行量－排出削減目標量
－償却済量

 残高照会（操作マニュアルP70～）

⚫ 自身の保持する排出枠量や、取引可能な排出枠量を確認できる。

8. 排出枠管理機能について（操作マニュアルP34～P71）

【排出枠情報】
・自分の持っている排出枠の基本的な情報（排出枠種別、
発行期など）を確認可能。



25

 基準年度排出量確定通知
⚫ 基準年度検証終了後（2020年4月以降）、基準年度の排出量が確定し、
初期排出枠（JAA）の発行量が決定した旨の通知が、環境省からメール
で目標保有者A宛に発行される。

⚫ その後、各目標保有者のシステム上の口座にJAAが発行され、取引が
可能な状態となる。

8. 排出枠管理機能について【補足】

【記載される主な内容】
●検証を受検して確定した基準年度排出量

●初期排出枠（JAA）発行量
※JAA発行量＝基準年度排出量ー削減目標量

●コミットメントリザーブ量
※償却が完了するまでは、必ず保持していなければな
らない（＝売却することが出来ない）排出枠量。詳細の
説明は前スライド参照。

2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月~

算定・検証報告書の
査読後、承認

JAAの
取引・償却

基準年度排出量確定通知（イメージ）

※4月以降のスケジュールは多少前後する可能性がある。

基準年度算定報告書承認後のスケジュール

JAA
発行

排出量確定
通知の発行
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売買情報一覧
⚫排出枠の売買を希望している事業者が、売買情報（排出
枠量、金額、連絡先等）をシステムに登録できる。

⚫登録された売買情報は、環境省（事務局）、システムに登
録している全事業者が参照可能。排出枠の残高情報とは
連動せず、システム内での掲示板としての位置づけ。

9. 売買掲示板機能について

目標保有者
（排出枠購入希望の場合）

予定より排出量
が増えたので、排
出枠が不足して
いる。他の参加者
から調達したい。

㈱△△
●t-CO2
購入希望です
連絡先：aa＠
…

売買情報一覧への
情報登録

売買情報一覧

売買情報一覧での
購入情報検索 売却希望の事業者を発見

することが出来た。
記載されている連絡先に
連絡した。（取引成立）

売買情報一覧に掲載し
た情報を見た、売却希望
の参加者から連絡が来
た。（取引成立）

売買情報一覧

・数量：
●t-CO2
・希望単価：
◎円/t-CO2

※売却希望の場合も流れは同様。



売買情報管理画面

9. 売買掲示板機能について

売却希望か、購入希望かを選択。

書き込みを掲示板に掲載するか、
しないかを選択する。

希望排出枠量と希望単価の入力は任意。

※取引成立後や、売買意向が
変わった際は、適宜ご自身で
書き込みの削除や更新を行っ
てください。
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売却情報検索・一覧画面

9. 売買掲示板機能について

以下から選択する。
・法人名
・更新日付(初期表示時)
・売却可能な排出枠量
・売却希望単価

入力された希望購入量以上の売却
可能量情報のみを検索対象とする。

28



購入情報検索・一覧画面

9. 売買掲示板機能について

購入

購入

以下から選択する。
・法人名
・更新日付(初期表示時)
・購入を希望する排出枠量
・購入希望単価

入力された希望購入量以
上の購入可能量情報のみ
を検索対象とする。
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10. jVER発行申請手続きについて

 ASSET制度で使用可能な国内認証排出削減量

1. 国内クレジット制度において認証された温室効果ガスの量

2. J-VER制度において認証された温室効果ガスの量

3. グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度において認証されたCO2の量

4. J-クレジット制度において認証された温室効果ガスの量

①各国内認証排出削減
量の運営事務局に無効
化申請を行い、「無効化
証明書」もしくは「償却
通知書」を取得する

②「jVER発行申請書」
に必要事項を記入の
上、取得した「無効化
証明書」または「償却
通知書」と共に事務局

に郵送

③書類を元
に、環境省
（事務局）が
jVER発行手
続きを行う

④システム上で
jVER発行完了

を確認

jVER発行手順

ASSET制度で利用するためには、
jVER（ASSET制度専用の外部クレジット）に変換する必要がある

30



【ログインID】
目標保有者の方は目的保有者A
のログインＩＤをご記入ください。

【口座名・口座番号】
口座開設時に付与された口座番
号をご記入ください。

【担当者情報】
担当者の情報をご記入ください。

【該当する国内認証排出削減量】
下記から一つ選択してください。

【上記で選んだ制度で無効
化された排出量】
該当箇所を記入の上、各制
度の事務局から発行された
「無効化証明書」もしくは「償
却通知書」を添付する必要
があります。

他者が国内認証排出削減
量を無効化する場合、他者
が自らの代理として無効化
をしたことに同意している場
合には、「無効化証明書」ま
たは「償却通知書」に無効化
を行った他者の代表者印又
は社印が押された書類を添
付してください。

【法人名】
システム登録時に記入した法人名
をご記入ください。

【押印欄】
代表事業者の社印をご押印ください。

31

10. jVER発行申請手続きについて



 例：J-クレジット制度の国内認証排出削減量をjVERに変える場合
（代理人がJ-クレジットの無効化を行う場合）

32

代理人 クレジット販売会社

③ASSETウェブサイトから
ダウンロードした「jVER発
行申請書」に必要事項を記
入の上、「無効化証明書」と
共に事務局に郵送

J-クレジット運営事務局

目標保有者

環境省（事務局）

無効化通知書

無効化通知書

jVER発行申請書

①代理人と目標保有者
間で、代理人がJ-クレ
ジットの無効化を行うこ
とを合意。
その上で、代理人がJ-
クレジット運営事務局に
対して、代理人が持つ
J-クレジットの無効化申
請を行い、「無効化証明
書」を取得。

㊞

㊞

②代理人の印が押された「無効
化通知書」を目標保有者が入手
する。

100t-co2

④環境省より目
標保有者に
jVERが発行

無効化通知書

㊞
100t-co2

10. jVER発行申請手続きについて



11.その他の機能について（操作マニュアル各項参照）

 パスワード変更（操作マニュアルP89～P92）

⚫ 目標保有者Aとしてログインした場合のみ、目標保有者Aと
Bのログインパスワードを変更可能。

 担当者情報変更申請（操作マニュアルP78～P83）

⚫ 目標保有者Aとしてログインした場合のみ、担当者情報と
メールアドレスの変更をシステム上で手続き可能。

⚫ 担当者が変更になった際は、必ず手続きを行うこと。

 法人名、代表者氏名、事業所名、口座名の変更

⚫ システムでの変更が出来ないため、「口座情報／ユーザー
情報変更申請書」の作成・捺印・郵送が必要。申請書は
ASSETウェブサイトの以下のページに掲載されている。
http://www.asset.go.jp/system 33



 ASSETシステムのＵＲＬ
⚫ https://asset.env.go.jp/asset/

 ASSETシステム操作マニュアル
⚫ ASSETシステムにログイン後、トップページからダウンロードが可能。
https://asset.env.go.jp/asset_manual_user.pdf

 ASSETシステム登録申請書とその他のシステム関連様式
⚫ ASSETウェブサイトの以下のページに掲載されているので、ここからダウ
ンロードすること。
http://www.asset.go.jp/system

 ASSETシステム登録申請書、個人情報提供の同意書の郵送先
⚫ 〒100-8141 東京都千代田区永田町2丁目10番3号

株式会社三菱総合研究所 ASSET担当（EE2） 長谷川宛

※7/26（金）までに郵送（投函）してください（期限厳守）。

 ASSETシステム・排出量取引に関する問い合わせ先
⚫ asset-sec@mri.co.jp ※お問い合せはメールのみ受け付けております。34

12.問い合わせ先等

https://asset.env.go.jp/asset/
https://asset.env.go.jp/asset_manual_user.pdf
http://www.asset.go.jp/system
mailto:asset-sec@mri.co.jp

