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CDP 回答事務費用のベネフェット一覧～2019 サイクル～ 

 

１．Subsidized contribution 97,500 円（＋消費税） 

 CDPコーポレートダッシュボードページ等を通じた回答の評価内容の通知 

 CDPツールの利用（レポーテイングフレームワークとガイダンス） 

 CDP を通じた情報開示により（投資家及び顧客等のステークホルダーとの）対話の機

会獲得 

※CDPウェブサイトからの他社回答閲覧無料回数20回（CDPアカウント登録者） 

 

2. Standard contribution 272,500 円（＋消費税） 

 CDPコーポレートダッシュボードページ等を通じた回答の評価内容の通知 

 CDPツールの利用（レポーテイングフレームワークとガイダンス） 

 CDP を通じた情報開示により（投資家及び顧客企業等のステークホルダーとの）対話

の機会獲得 

 【CDP サポーターマーク】ロゴデーターの付与（希望者には別途申請頂く必要がござ

います。） 

 CDPジャパンイベントの優先的参加権限 
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  ※CDPウェブサイトからの他社回答閲覧回数無料20回（CDPアカウント登録者） 

 

3.Enhanced contribution 650,000 円（＋消費税） 

 CDPコーポレートダッシュボードページ等を通じた回答の評価内容の通知 

 CDPツールの利用（レポーテイングフレームワークとガイダンス） 

 CDP を通じた情報開示により（投資家及び顧客企業等のステークホルダーとの）対話

の機会獲得 

 【CDP サポーターマーク】ロゴデーターの付与（希望者には別途申請頂く必要がござ

います。） 

 CDPイベントでの企業名紹介（ご要望がある場合のみ） 

 企業サスティナビリティレポート等へのCDPディレクターからのコメント（ご希望が

ある場合のみ） 

 CDPウェブサイトからの他社回答閲覧無料回数100 回（通常は20閲覧回数まで） 

 無料CDPベンチマークレポート作成（英語、同業他社 10社との詳細な比較内容含む、

別途申請フォームより手続きが必要となります。） 

 1 社 1名の人数制限がある CDPイベントに2名までの参加権限 

CDP グローバルウェブサイトページもご参照ください 

https://www.cdp.net/en/info/admin-fee-faq 
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Admin fee 
1. Subsidized contribution - This option does not cover the full cost of 

operating the CDP disclosure system and is subsidized by funding from 

other sources.  

 

Benefits: 

• Report through CDP platform 
• Use CDP suite of tools (reporting frameworks and guidance) 
• Communications opportunities resulting from disclosing through 

CDP. 
 

2. Standard contribution - This option covers the full cost of operating 

the CDP disclosure system and contributes to the ongoing maintenance 

and development of the platform and materials.  

 

Benefits: 

• Report through CDP platform 
• Use CDP suite of tools (reporting frameworks and guidance) 
• Communications opportunities resulting from disclosing through 

CDP 
• CDP ‘Supporter’ badge 
• Free entry / priority registration to regional CDP event 

 

3. Enhanced contribution - This option covers the full cost of operating 

the CDP disclosure system, contributes to the ongoing maintenance and 

development of the platform and materials, makes an additional 

contribution to support CDP’s mission, and includes additional data-

related features.  

 

Benefits: 

• Report through CDP platform 
• Use CDP suite of tools (reporting frameworks and guidance) 
• Communications opportunities resulting from disclosing through 

CDP. 
• CDP ‘Supporter’ badge 
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• Recognition at CDP events 
• Quote from CDP Director for use in your sustainability 

communications 
• Access to 100 company responses of your choice 
• Compare 10 peer companies with detailed CDP Benchmarking 

Report 
• Free entry / priority registration for two people at regional CDP 

event 
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