
交換商品事業者 登録マニュアル

第2.1版

本マニュアルでは、商品交換業務を行う「交換商品事業者ポータル」の操作方法のうち、
アカウント発行から交換商品事業者として登録するまでの内容を記載しています。

今後、必要となる交換商品の登録や申請者からの交換申込み（発注）の受付等についても、
交換商品事業者ポータル上で行うこととなりますので、交換商品事業者の登録にあたっては、
本マニュアルのほか、募集要項や登録規約、ガイドラインの内容をご確認の上、
自社の運営可否について十分にご検討いただき、登録を行ってください。

また、交換商品事業者ポータル内では、本制度の運用に関するマニュアルも掲載しています。
登録にあたり必ずご確認ください。

グリーン住宅ポイント事務局

事務局は、パソコンの設定や操作方法についての問い合わせには対応できません。
（限られた人員で運営しておりますので、予めご了承ください）
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［第１章］本制度の全体イメージ

商品交換における法的関係は、事務局＝要約者、交換商品事業者＝諾約者、申請者＝受益者（第三者）と
する「第三者のためにする契約」（民法第537条）が成立するものと整理され、「グリーン住宅ポイント制度
商品交換ガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）に基づき、商品交換業務が行われます。

・事務局は、交換商品事業者ポータルに申告された内容の範囲で、情報の確認を行います。
・交換商品事業者は、応募する商品が事務局の定める要件を満たすことについて、
その責任を負うものとします。

・なお、交換商品の公表・交換後であっても、要件を満たさない商品に対して、
登録抹消、発注取り消し、回収、支払い済みの代金の返還請求を行うことができます。

手続きに
必要な情報

・法人情報（法人番号が必要です）
・本制度の実務担当者情報（氏名／連絡先／メールアドレス等）

グリーン住宅ポイント制度における交換商品事業者の責務1.1

登録までのおおまかな流れ1.2

・本制度で交換業務に利用するポータルサイトのアカウントを発行します。
・ポータル利用規約への同意が必要となります。

交換商品事業者ポータルへの初回ログイン作業を行います。

・アカウント発行依頼されたメールアドレス宛に、ログイン用情報がメールで送付されます。
メールの到着後速やかにログインしてください。

ポータルの交換事業者マスタに必要項目を入力

・必要事項をもれなく入力してください。

手続きに
必要な情報

全ての事業者共通で以下のデータの添付が必要です。
☑ 法人登記の画像データ
☑ 口座が確認できる書類の画像データ

交換商品として登録する３商品の情報を入力

・事業者としての登録にあたり３商品の登録が必須です。
・４商品以上は、交換商品事業者としての登録申請後に行うことができます。

交換事業者マスタ・交換商品マスタの申請後、登録申請書ＰＤＦをオンライン提出

・交換事業者マスタ・交換商品マスタの申請を行い、登録申請書をポータル上にアップロードします。
・アップロードを確認し、「登録申請」のボタンを押下します。

交換商品事業者として登録され、ホームページにて公表

・令和３年３月下旬より、グリーン住宅ポイントのホームページにて順次公表開始されます。

事務局による内容確認

アカウント発行

交換商品事業者ポータルへのログイン

交換事業者マスタの編集

交換商品マスタの編集

登録申請書の提出・登録申請完了手続き

事業者登録完了
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［第１章］本制度の全体イメージ

※1 納品依頼データを送付（④）してから、20日以内に申請者に納品をします。

※2 納品依頼データを送付（④）してから、30日以内に納品完了報告をします。

※3 ポイント1点＝1円換算で振り込みます。

商品の内容・配送状況等
に関する問い合わせ

事業者情報
商品情報の
登録、管理

全体の業務フロー1.3

グリーン住宅
ポイント事務局

申請者
（消費者）

国土交通省

グリーン住宅ポイント
商品交換ガイドライン

申請者・交換商品事業者・事務局間の
権利義務について規定

①
事業者・商品情報の
登録、管理

『交換商品事業者ポータル』を通して、
交換商品事業者・交換商品の情報を登録し、自社にて管理を行います。

②
情報の公表
自社による告知

事務局はポータルに登録された情報をWEBサイト、カタログ等で公表します。
交換商品事業者は、自社独自のホームページやカタログ、チラシ等で、
自社の交換商品の情報を告知することができます。

③ 交換申込み 申請者は、事務局に対してポイントを使用し商品交換の申込みをします。

④
納品依頼データ
の連携

事務局は申請者からの申込みを受け、
交換商品事業者へ納品依頼データの送付を行います。

⑤
交換商品の受付通知
交換商品の納品通知
交換商品の発送

交換商品事業者は、納品依頼を受け、申請者に対して交換商品を発送しま
す。
それに先立ち、納品依頼を受け付けたこと、配送状況が申請者側で確認で
きるよう、伝票番号等を申請者に伝達します。

⑥
納品完了報告
・請求

納品完了後、ポータルを通して事務局に納品完了報告を行います。
納品完了報告された交換商品ポイント数相当の代金を事務局に請求します。

⑦
⑧

商品相当の
代金請求・支払い

事務局は国土交通省に交換商品事業者からの請求内容を報告し、
同省の承認を経て、交換商品ポイント数相当の代金を受け取ります。

⑨
商品相当の
代金支払

事務局は交換商品事業者に対し、請求された商品代金等を振り込みます。

１

事業者・交換商品の登録情報の公表
（ＷＥＢサイト、カタログ）

２

交換申込み３

納品依頼４

交換商品の受付通知
交換商品の納品通知
交換商品の発送（※1）

５

交換商品の告知
（事業者ＷＥＢサイト、カタログ、チラシ等）

２

納品完了報告(※2)
請求

６

商品相当の
代金請求

７商品相当の
代金支払い

８

商品相当の代金支払(※3)９
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［第２章］交換商品事業者ポータルの利用にあたって

交換商品事業者ポータル利用規約2.1

本「グリーン住宅ポイント制度 交換商品事業者ポータル利用規約」（以下「本ポータル規約」という。）は、事業者（以
下に定義します。）が、交換商品事業者（以下に定義します。）として登録する手続きおよび本ポータル（以下に定義しま
す。）を利用する諸条件を定めるものです。事業者は、本ポータル規約をよく読み、これに同意しなければ、本ポータルの
利用ができないものとします。

１．交換商品事業者への応募と登録
国の指導監督の下実施するグリーン住宅ポイント制度（以下「本制度」という。）において、グリーン住宅ポイントと交

換できる交換商品の提供者となる法人、団体等（以下「交換商品事業者」という。）への登録を希望する事業者（以下「事
業者」という。）は、グリーン住宅ポイント事務局（以下「事務局」という。）の定める交換商品事業者ポータル（以下
「本ポータル」という。）から応募を行います。事務局は、事業者が本ポータルに入力した内容や事業者が提供する商品が
本制度の趣旨に反しないこと等を確認した上で事業者を交換商品事業者として登録します。

２．申請登録の手続き
事業者は、応募にあたって事務局が定める「グリーン住宅ポイント制度 交換商品事業者登録マニュアル」（以下「登録

マニュアル」という。）を遵守して、手続きを行うものとします。なお、事務局が適当と認める場合において本ポータルを
利用しないで連絡を行う場合を除き、事務局から事業者への情報の訂正依頼や確認指示等の連絡は、本ポータル上で行われ
ます。事業者は、本ポータルを定期的に確認するものとし、事務局による本ポータル上における連絡は、発信後直ちに事業
者に到達したものとします。

３．申請書の提出
交換商品事業者の登録には、「グリーン住宅ポイント制度 交換商品事業者登録申請書」（以下「申請書」という。）の

原本の提出が必要です。申請書は、入力された情報を基に本ポータル上で作成できます。交換商品事業者への登録の受付は、
事業者が申請書を本ポータルを利用して出力し、代表者の押印を行った上で本ポータルにスキャンデータをアップロードし、
所定の期間内に「登録申請」ボタンを押下することで行われます。
事業者は、「登録申請」ボタンの押下をもって、「グリーン住宅ポイント制度 交換商品事業者登録規約」に同意したも

のとみなします。

４．アカウントの管理
事業者は、本ポータルの利用のために、事務局が求める情報を提出し、本ポータルを利用する権限（以下「アカウント」

という。）の付与を受けなければなりません。事業者は、アカウントを認証するための本ポータルのID、パスワードを適正
に管理しなければなりません。アカウントが第三者により使用された場合においても、事業者による本ポータルの利用とみ
なされ、事業者は、これにより事務局に生じた損害または損失（以下「損失等」という。）を賠償するものとします。
事業者の担当者が変更になった場合は、速やかに登録された担当者の情報を修正し、パスワードを変更しなければなりま

せん。登録された担当者に連絡をすることにより、事務局は、事業者に連絡したものとみなされ、これにより生じたあらゆ
る損失等について責任を負いません。

５．アカウントの無効
事務局は、以下のいずれかに該当する場合、事業者に事前に通知することなくアカウントを無効とすることができます。
（ａ）不正、虚偽による申請をした場合、または申請しようとした場合
（ｂ）事務局の定める事項に違反した場合
（ｃ）グリーン住宅ポイントの事業期間が終了した場合
（ｄ）交換商品事業者の登録に至らなかった場合
（ｅ）第９条に定める事業者の表明保証に違反した場合
（ｆ）その他、事務局が本ポータルを利用することが適当でないと判断した場合

６．ポータル機能の変更・停止
事務局は、事務局が必要と判断する場合、事業者に事前に通知することなく本ポータル機能の全部または一部を変更、停

止または中断することがあります。

７．免責
事務局は、故意または重過失によるものでない限り、事業者に生じたあらゆる損失等についてその一切の責任および義務

を負いません。

８．個人情報の取り扱い
事務局は、プライバシーポリシーに従い事務局業務の実施に必要な範囲で個人情報を取り扱うものとします。なお、事務

局は、本ポータルに入力された情報を、事業の終了後５年間保存し、事務局業務に必要な範囲内で自ら使用および第三者等
に提供することができます。また、事務局等は、本ポータルに入力された情報について、統計的に処理したデータを公表す
ることがあります。

９．暴力団排除
事業者は、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力

団をいう。以下同じ。）または暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者、不正の利益を図
る目的もしくは第三者に損害を加える目的をもって暴力団もしくは暴力団員を利用している者、資金等の供給もしくは便宜
の供与等により直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者、または暴力団もしくは暴
力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している者でないことを表明し、これを保証するも
のとします。

以上
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［第２章］交換商品事業者ポータルの利用にあたって

本制度では、交換商品事業者としての登録・事務局からの納品依頼データの連携・請求など、多くの
業務を交換商品事業者ポータル（以下、「ポータル」と言う。）にて行います。

そのため、ポータルを快適にご利用いただくために、以下の環境でのご利用を推奨します。推奨環境で
あっても端末の設定によっては、ご利用出来ない場合や正常に表示・出力されない場合があります。

【推奨ＯＳ】 Windows 10 / macOS 11
【推奨ブラウザ】Microsoft Edge、Firefox、Google Chrome、Safari（いずれも最新版）

※タブレット端末、スマートフォンでは正常に動作しない場合があります。

※ポータルの利用に際して、交換商品事業者に損害が生じた場合でも、事務局は如何なる責任も負いません。
※ログインに必要な情報（URL・ユーザ名・パスワード等）はアカウントの発行依頼後、メールにて送付されます
ので、「greenpt.jp」のドメインを受信可能な状態にしてください。

本制度では、複数の担当者を選任いただき、業務を行っていただくことを想定しています。
そのため、応募いただくに先立ち、以下の担当者を事前に決定してください。
（なお、事業期間途中で変更することができます）

・事業責任者 ・・・ 交換業務の全体責任者
・担当者① ・・・ 交換業務の実務担当者
・担当者② ・・・ 交換業務の実務副担当者
・経理担当者 ・・・ 交換業務に関する経理業務（請求・入金等）の担当者

※事務局からは「担当者①」の方に主にご連絡をいたします。
→「担当者①」のメールアドレスに変更がある場合は、ポータルにて修正してください。
（正しく変更がされないと、事務局からの連絡が届かない場合があります）

※事務局の経理担当より、経理担当者にご連絡をさせていただく場合があります。
※事業規模により、兼任いただいても構いませんが、緊急時等を想定して複数名での体制を検討してください。

申請者からの、交換商品に対する質問、配送状況の情報提供の窓口として、交換商品事業者は問い合わ
せ窓口を設けます。（問い合わせ窓口の情報は、事務局のHPで公表されます）
申請者への問い合わせ対応については、交換商品事業者の責任・費用において行われるものです。その

ため、必ず申請者からの問い合わせを受けることができる体制を整備してください。
（メールアドレス、公表電話番号）

問い合わせ窓口の情報は、交換商品事業者としての登録後も変更することができますが、一度公表され
た後は変更は行わないようにしてください。

登録にあたっての必要事項2.2

交換商品事業者ポータル 利用推奨環境

運営体制

問い合わせ窓口

電話番号・メールアドレス・営業時間などに誤りがないように情報入力してください。

なお、申請者より「交換商品事業者に連絡がつかない」などの連絡が多発し、
問い合わせ窓口が機能していないと考えられる場合は、事務局より是正を求めることがあります。
（是正依頼の結果、状況が改善しない場合、当該交換商品事業者への交換申込みを停止する場合があります）



交換商品事業者 登録マニュアル

発送作業が委託先の場合でも、交換商品の発送元が交換商品事業者であることを
申請者が確認できることが必要です。
（少なくとも発送伝票上の送り主、同梱される納品書の発行者は交換商品事業者であること）

【例外】
①大型商品（家具、大型家電、自転車などで配送情報を追跡できるサービスを利用できない商品）
②工事を伴う商品

ただし、以下に対応できることが必要です。
・申請者が電話等で個別に配送状況が確認できること
・事務局に対して、申請者が受領したことを証明する工事完了証・受領証等

（受領印、受領サインがあるもの）の提出ができること

＜添付が必要な書類＞
■① 法人登記（法人等番号の確認のため）

・法人登記は、法務局が発行する履歴事項全部証明書の全ページの添付が必要です。
（登記閲覧サービスの出力などは不可）
※会社の現況が反映されていることが必要です。できる限り最新のものを添付してください。

■② 口座情報がわかる書類（口座情報の照合のため）
・口座番号、口座名義人カナがわかるものをご用意ください。
・通帳が発行されている口座の場合は、通帳の表紙裏面にこれらの情報が記載されていることが

多く見られます。また、ＷＥＢ口座などの場合も、上記の情報がわかる何かしらの書類
（画面データなど）を添付してください。

・これらの情報は、事務局で口座情報の照合を行う際に利用しますので、添付していただいた情報
で上記の情報が判別できない場合は、事務局より個別でご連絡させていただく場合があります。

9

［第２章］交換商品事業者ポータルの利用にあたって

交換商品の配送には、送り状番号を元に配送状況を追跡できるサービスを持つ配送会社を利用します。
一定の法人契約を結ぶなどして、遅滞なく配送手続きを行うことができる体制を構築されている必要があ
ります。

なお、以下に例示する商品等を除き交換商品の納品は配送のみとなり、追跡ができない普通郵便やメール
サービス、手渡し等による納品は選択できません。

本制度への交換商品事業者には、以下の資料を交換商品事業者ポータルで添付していただく必要がありま
す。以下の情報を手元にご用意の上、入力に進んでください。

配送会社の選定

アップロード書類の画像データの準備
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交換商品事業者 登録マニュアル

アカウント発行

交換商品事業者登録までの手続き

交換商品事業者ポータルへのログイン

交換事業者マスタの編集

交換商品マスタの編集

登録申請

登録完了

交換商品事業者ポータル アカウント発行

【１通目】
＜送信元＞
noreply@greenpt.jp
＜タイトル＞
※まだ完了していません※【グリーン住宅ポイント】アカウント発行依頼の申込み受付のご案内

アカウント発行

第３章

アカウント発行についてのメールが「迷惑メール」フォルダに振り分けられる場合があります。

以下のタイトルのメールが配信されますので、必ず到着を確認してください。

【２通目】
＜送信元＞
noreply@greenpt.jp
＜タイトル＞
※要保管※【グリーン住宅ポイント】アカウント情報のお知らせ

本章の作業の流れ

本章では、交換商品事業者ポータルの
アカウント発行を行います。

アカウント発行手続きの前に、
以下のドメインからのメールの
受信許可を必ず行ってください。

@greenpt.jp



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル
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［第３章］交換商品事業者ポータル アカウント発行

①
登録作業の前に、募集要項や登録規約等の
公表されている資料を必ず確認してください

②
「交換商品事業者 登録マニュアル」を押下

※ＰＤＦが開くので、ダウンロード

③
「交換商品事業者登録はこちら」又は「交換商品
事業者用アカウント発行ページへ」を押下
※どちらも同じページに遷移します

・URL「https://greenpt.mlit.go.jp/goods/」に
アクセスし、「交換商品事業者 登録マニュアル」を
ダウンロード後、交換商品事業者登録へ進みます。

３

２

アカウント発行

交換商品事業者ポータル アカウント発行依頼3.1

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

3.1 交換商品事業者ポータル アカウント発行依頼

１

３



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル
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［第３章］交換商品事業者ポータル アカウント発行

・交換商品事業者ポータル利用規約に同意後、
交換事業者登録入力画面へ進みます。

・事業者情報概要を入力します。
（注）１事業者１アカウントまで登録可能。

１

※1 法人番号は、商業登記の会社法人等番号（12桁）を
入力してください。いわゆるマイナンバーでは
ありません。

※2 アカウント発行依頼時に入力された情報が、
本制度における業務の主たる担当者「担当者①」と
して登録されます。登録後の「担当者①」情報変更
の反映には1～2営業日必要となる場合がありますので、
誤りのないように入力してください。

アカウント発行3.1 交換商品事業者ポータル アカウント発行依頼

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

① 「同意する」にチェック

② 「入力画面へ」を押下

① 「事業者名」を入力

② 「法人番号」を入力 ※1

③ 「担当者役職」を入力

④
担当者情報を入力
「担当者名・姓」「担当者名・名」
「担当者名カナ・姓」「担当者名カナ・名」

⑤
担当者のメールアドレスを入力※2
「メールアドレス」「確認用メールアドレス」
は同じものを入力

⑥ 「電話番号」を入力

⑦ 「送信する」を押下

１

２

２

３

４

５

６

７



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル
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［第３章］交換商品事業者ポータル アカウント発行

・入力内容に間違いがないか確認します。

・入力したメールアドレス宛にメールが送信されます。
そのメールに記載されたＵＲＬにアクセスしてください。

3.1 交換商品事業者ポータル アカウント発行依頼

この時点で交換商品事業者登録は完了していません。

この時点で交換商品事業者登録は完了していません。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

アカウント発行

（内容に修正がある場合）
「内容を修正する」を押下
※前ページ（入力画面）に戻る

（内容に問題がない場合））
「この内容で決定する」を押下
※次の操作へ進む



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル

From: noreply@greenpt.jp
Sent: 2021年 XX月 XX日 00:00

件名: ※まだ完了していません※【グリーン住宅ポイント】アカウント発行依頼の申込み受付のご案内

本文：

＊＊＊＊＊＊＊＊ 様

【グリーン住宅ポイント 交換商品事業者ポータル】

※まだアカウント発行依頼は、完了していません。

アカウント発行依頼の申込みを受付けました。
下記ＵＲＬにアクセスすることで、アカウントの発行依頼が完了します。

https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

こちらのＵＲＬの有効期限は、２４時間となっています。
２４時間以内にＵＲＬにアクセスがない場合、申込みは無効になります。
再度、アカウント申請フォームよりアカウント発行依頼を行ってください。

アカウント発行依頼だけでは、事業者登録完了になりません。
以下の手続き全てを行い、交換商品事業者・交換商品登録を完了してください。
登録にあたっては、「交換商品事業者 登録マニュアル」をご確認ください。
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［第３章］交換商品事業者ポータル アカウント発行

・アカウント発行依頼が完了します。
・登録したメールアドレス宛に、「グリーン住宅ポイント」
のＵＲＬ、アカウントＩＤ、仮パスワードが記載された
アカウント発行通知メールが１～２時間程度で送信されます。
※19:00～08:59に実施されたアカウント発行依頼の場合は
09:30より順次メールを送信予定

※アカウント発行依頼が集中した場合には、平日は翌日の
対応、週末は週明けに順次対応となる場合があります。

・送信されたメール内の
URLからリンク先へ遷移
します。

アカウント発行依頼のメールが「迷惑メール」フォルダに振り分けられている場合があります。

「迷惑メール」フォルダにも見つからない場合は、ドメイン指定受信で「greenpt.jp」を許可した後で、
はじめからアカウント発行依頼の手続きを行ってください。

3.1 交換商品事業者ポータル アカウント発行依頼 アカウント発行

この時点で交換商品事業者登録は完了していません。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

メールの着信が確認できない場合は、
問い合わせの前にまずは以下を参照してください。

メールの送信に時間を要する場合があります

・前述の送信スケジュールを参照してください。

登録メールアドレスに誤りがある可能性があります

・入力したメールアドレスに誤りがないかご確認ください。

迷惑メールとして扱われている場合があります

・ご利用のメール設定等により、迷惑メールのフォルダへ自動的
に移動される場合がございます。迷惑メールのフォルダに振り分
けられていないかご確認ください。

上記以外の場合はP85を参照
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交換商品事業者 登録マニュアル
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交換商品事業者 登録マニュアル

アカウント発行

交換商品事業者登録までの手続き

交換商品事業者ポータルへのログイン

交換事業者マスタの編集

交換商品マスタの編集

登録申請

登録完了

交換商品事業者ポータルへのログイン

第４章

交換商品事業者ポータルへのログイン本章

本章の作業の流れ

受信メールからのURLアクセス

アカウントIDと仮パスワードの入力

独自のパスワード設定

ログイン

第５章へ



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル
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［第４章］交換商品事業者ポータルへのログイン

件名: ※要保管※【グリーン住宅ポイント】アカウント情報のお知らせ
From: noreply@greenpt.jp
2021年XX月XX日 00:00

本文: 

商品交換株式会社 御中

グリーン住宅ポイント事務局です。

ご依頼に基づき、「グリーン住宅ポイント制度 交換商品事業者ポータル」のアカウントを発行し
ました。

本アカウント発行が、『交換商品事業者登録』ではありません。
以下に記載する手続き全てを行い、交換商品事業者・交換商品登録を完了してください。
登録にあたっては、「交換商品事業者 登録マニュアル」を参照の上、登録を進めてください。

*****************************************************************************************

１．以下URLにアクセスし、アカウントIDおよび仮パスワードを入力の上、
「交換商品事業者ポータル」にログイン。
（URLはブックマークを行うと次回からのご利用が便利になります。）

■ログインページのURL https://***************************

■アカウントID E1234＠koukan
■仮パスワード ［仮パスワードが表示］

２．初回のログイン時、パスワードの変更画面が表示されます。
自身で新パスワードを設定し、次回からのログインに使用してください。

３．ログイン後、トップ画面から「交換事業者マスタ」のページを開き、必要情報を入力し、
「登録を申請する」ボタンを押します。
（交換事業者登録には、法人登記等が必要です。）

*****************************************************************************************

・受信メールに記載されるＵＲＬにアクセス

・送信されたメール内の
URLからリンク先へ遷移
します。

ログイン4.1 交換商品事業者ポータルへのログイン方法

交換商品事業者ポータルへのログイン方法4.1

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

受信メールからのURLアクセス

アカウントIDと仮パスワードの入力

独自のパスワード設定

ログイン

第５章へ

・受信メールに記載されたアカウントＩＤ、仮パスワードを、
ログインページに入力

・新しいパスワードを設定

・交換商品事業者ポータルへのログイン完了

・交換商品事業者ポータルのトップ画面から各メニューへ

アカウント発行のメールが
「迷惑メール」フォルダに振り分け
られている場合があります。
必ずご確認をお願いいたします。

本章の作業の流れ



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル
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［第４章］交換商品事業者ポータルへのログイン

・事業者で設定する新しいパスワードを設定します。

・「お知らせ情報」「事務局からのお知らせ」には、事務局から交換商品事業者の皆様へのご案内が表示されます。
本制度の期間を通じて適宜情報更新されますので、必ずご確認ください。

・「各種リンク」から「交換商品事業者 運用マニュアル」をダウンロードすることができます。
本制度についての変更等はマニュアルを更新してご案内しますので、必ず内容を確認してください。

・ＩＤ、パスワードを入力します。

４

参照：P.21 パスワード設定についての注意事項

E1234＠koukan

ログイン4.1 交換商品事業者ポータルへのログイン方法

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

仮パスワードを入力

１

２

３

１

２

３

初回ログイン時のみパスワードの
強制変更が必要となります。
設定したパスワードは忘れず保管
してください。

・パスワードは半角英数字の８文字以上で
設定してください。（種類の混合が必要）
※英字、数字のみのパスワードは指定できません。

・入力できる記号は以下となります。
「~ ! # $ ^ & * + ; : ? / | { } . = _ , -」

①
「ＩＤ」を入力
※送信メールに記載のアカウントＩＤ

②
「パスワード」を入力
※送信メールに記載の仮パスワード

③ 「ログイン」を押下

①
「現在のパスワード」を入力
※送信メールに記載の仮パスワード

②
「新しいパスワード」を入力
※事業者で設定する新しいパスワード

③
「新しいパスワード」をもう一度入力
※事業者で設定する新しいパスワード

④ 「変更」を押下

商品交換株式会社▼

2021/XX/XX 00:00:00 交換商品事業者登録を開始しました

【交換商品の公表について】
2021年3月下旬より、交換商品の公表を事務局ホームページ上で開始する予定です。
要件や商品例に該当する商品は、前日までに事務局の審査が完了したものを公表します。
該当しない商品等は、外部の有識者にはかるため、3月15日までに登録を完了した商品を対象とします。
（次回の締切は未定です。登録までに時間を要しますので、ご注意ください。）

早期の交換商品の登録にご協力をお願いいたします。



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル

商品交換株式会社 ▼

ユーザー情報変更

ログアウト

2021/XX/XX 00:00:00 交換商品事業者登録を開始しました
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［第４章］交換商品事業者ポータルへのログイン

・変更が完了すると、「パスワードを変更しました」と
表示されます。

・ポータルのトップ画面を開き、
画面右上の「ユーザー情報変更」から変更します。

・「ユーザー情報変更」画面が表示されます。

１

４

５

３

２

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

ログイン4.2 パスワードの変更方法

パスワードの変更方法4.2

・パスワードは半角英数字の８文字以上で
設定してください。（種類の混合が必要）
※英字、数字のみのパスワードは指定できません。

・入力できる記号は以下となります。
「~ ! # $ ^ & * + ; : ? / | { } . = _ , -」

２回目のログイン以降の
パスワード変更方法です。

② 「現在のパスワード」を入力

③ 「新しいパスワード」を入力

④
「新しいパスワードの確認」を入力
※新しいパスワード

⑤ 「保存」を押下

① 「ユーザー情報変更」を押下

参照：P.21 パスワード設定についての注意事項



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル
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［第４章］交換商品事業者ポータルへのログイン

自社で設定したパスワードを忘れてしまった場合は、以下の方法でパスワードの再設定を行います。
なお、再発行にあたっては、「アカウントＩＤ」と「登録したメールアドレス※」の情報が必要です。

※アカウント発行時に登録したメールアドレス

※２４時間以内にアクセスができない場合、送付されたＵＲＬは無効です。
再度、最初からパスワードの再設定を行ってください。

① ②－１ ②－２

③ 再設定通知メール ④－１ ④－２

アカウントＩＤ・登録したメールアドレスを忘れた場合は、
事務局までご相談ください（P85参照）

件名：【グリーン住宅ポイント】パスワードの再設定のお知らせ

商品交換株式会社 御中

グリーン住宅ポイント事務局です。

「グリーン住宅ポイント 交換商品事業者ポータル」のパスワードの再設定依頼
を受付けました。
以下URLからパスワードを再設定してください。
（リンク先のページで新しいパスワードを再設定することで、手続きが完了しま
す。）

************************************************************

■再設定ページのURL
https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

************************************************************

※有効期限は、24時間となっています。
24時間以内にアクセスできない場合、再度、パスワードの再設定依頼を行って
ください。
※パスワードは、他人に知られないよう取り扱いには十分ご注意ください。
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

⑤ 再設定完了メール
件名：【グリーン住宅ポイント】パスワードの再設定完了のお知らせ

商品交換株式会社 御中

グリーン住宅ポイント事務局です。

「グリーン住宅ポイント 交換商品事業者ポータル」のパスワードの再設定が
完了しました。
以下URLからログインしてください。

****************************************************************

■ＵＲＬ
https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

■アカウントＩＤ
E1234@koukan

■事業者名
商品交換株式会社

****************************************************************

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

ログイン4.3 パスワードのリセット方法

パスワードのリセット方法4.3

クリック

クリック

① ログインページの〔パスワードをお忘れの場合はこちら〕をクリック

②
「アカウントＩＤ」と「登録したメールアドレス」を入力

（アカウントＩＤが不明の場合、事務局にお問い合わせください）

③
登録したメールアドレスに送付された「パスワード再設定依頼メール」を確認
メール本文に記載されているＵＲＬにアクセスし、「パスワードリセット画面」へ

④ 「パスワードリセット画面」で新しいパスワードを入力（２回）し、新しいパスワードの設定が完了
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［第４章］交換商品事業者ポータルへのログイン

・当事業では、交換商品事業者ごとに個別の「事業者コード」をシステム上でランダムに自動付番しています。
※「事業者コード」は、アルファベット大文字１桁＋４桁の数字で構成されています。
（例：Ｅ１２３４等）

・事業者コードは交換商品事業者登録のアカウント発行依頼を行った後、登録されたメールアドレス宛に確認のメー
ルが自動返信されたタイミングで決定されます。

・一度決定した事業者コードは変更できません。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

ログイン4.4 パスワード設定についてよくある質問

パスワード設定についての注意事項4.4

パスワード設定についての注意事項

事業者コードについて

事業者コード

「仮パスワード」が
文字化けしている。

仮パスワードには「~ ! # $ ^ & * + ; : ? / | { } . = _ , -」などの記号が含まれ
ています。
文字化けではない場合がありますので、そのままログインを試みてください。

自動配信されたメールの
全てが文字化けしている。

メール全体が文字化けしている場合は、自社のメールソフトの文字の表示方法を
変更してください。それでも改善されない場合はパスワードの再発行を行います
のでご連絡ください。

「仮パスワード」で
ログインできない。

パスワードを手打ちするのではなく、仮パスワードを“コピー”して
“貼り付け”をしてください。
※コピー時に空白が一緒にコピーされることでログインできない場合があります。
上記でもログインできない場合は、メール本文から仮パスワードをメモ帳に
一度コピーして、メモ帳からコピーするようにしてください。

新しいパスワードを設定
する際の詳細が知りたい。

・パスワードは半角英数字の８文字以上１２８文字以下で設定してください。
（種類の混合が必要）
※英字、数字のみのパスワードは指定できません。

・入力できる記号は「~ ! # $ ^ & * + ; : ? / | { } . = _ , -」です。

何度かログインを間違った
ところ、ログインできなく
なった。

連続で複数回ログインを誤ると、ロックされログインができなくなります。
その場合は、前ページのパスワードのリセットが必要になりますので、
リセットした上で再度ログイン手続きを行ってください。

アカウントIDの＠マーク以前の
アルファベット+4桁の数字が

事業者コードとしてランダムに付番されます
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交換商品事業者 登録マニュアル

アカウント発行

交換商品事業者登録までの手続き

交換商品事業者ポータルへのログイン

交換事業者マスタの編集

交換商品マスタの編集

登録申請

登録完了

交換事業者マスタの編集

第５章

事業者基本情報の入力

交換事業者マスタの編集本章

通信販売実績の入力

担当者情報の入力

経理／口座情報の入力

入力内容を確認し［保存］

必要書類の添付
・法人登記 ・口座が確認できる書類

公表情報の入力

第６章へ

本章の作業の流れ
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［第５章］交換事業者マスタの編集

交換事業者マスタは、交換商品事業者としての基本情報や口座情報など、「事業者」としての必要情報
を入力します。また、交換商品事業者としての公表情報についてもここで設定します。

交換事業者マスタでは、以下の項目の入力が必要となります。また、交換商品事業者としての登録後も
これらの情報は最新に保つ必要があります。

事業者マスタ5.1 交換事業者マスタについて

交換事業者マスタについて5.1

交換事業者マスタの入力項目

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

・事業者情報 ：交換商品事業者の名称、代表者を入力
・連絡先／住所 ：事業者の住所、電話番号などを入力

本章の作業の流れ

事業者基本情報の入力

通信販売実績の入力

担当者情報の入力

経理／口座情報の入力

入力内容を確認し［保存］

必要書類の添付
・法人登記 ・口座が確認できる書類

公表情報の入力

第６章へ

交換事業者マスタ

交換事業者マスタ（公表情報）

・事業実績 ：本制度の募集要項が求める内容を入力
・配送会社情報 ：本制度で利用する配送会社を入力

・事業責任者 ：事業責任者の情報を入力
・担当者① ：本制度の主たる業務担当者の情報を入力

※アカウント発行時に入力されたメールアドレスは、
この項目に自動で入力されます

・担当者② ：本制度の業務副担当者（業務委託先等）の情報を入力

・経理担当者 ：本制度の経理担当者の情報を入力
・取引口座情報 ：事務局からの振込先として指定する口座情報を入力

・入力情報の保存 ：入力した内容を保存し、添付書類をアップロード

・添付書類 ：【必須】①法人登記、②口座が確認できる書類の
画像データをアップロード

・公表情報 ：交換商品事業者の情報として公表される各種情報を入力

・交換商品マスタの編集へ
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2021/XX/XX 00:00:00 交換商品事業者登録を開始しました

【交換商品の公表について】
2021年3月下旬より、交換商品の公表を事務局ホームページ上で開始する予定です。
要件や商品例に該当する商品は、前日までに事務局の審査が完了したものを公表します。
該当しない商品等は、外部の有識者にはかるため、3月15日までに登録を完了した商品を対象とします。
（次回の締切は現時点では未定のため、登録までに時間を要することがあります。決定後速やかにお知らせします。）

早期の交換商品の登録にご協力をお願いいたします。
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［第５章］交換事業者マスタの編集

・ログインすると、トップ画面に交換事業者マスタのメ
ニューが表示されます。

・事業者自身の交換事業者マスタが表示されます。

・選択した事業者の詳細情報が表示されます。

＜注意（交換事業者マスタ・交換商品マスタ共通）＞
「▼」のマークがついている部分の領域は折りたたむことができます。
もう一度同じ場所を押下すると、開くことができます。
※項目が消えてしまったわけではありません

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

事業者マスタ5.2 交換事業者マスタの編集

交換事業者マスタの編集5.2

２

３

① 「交換事業者マスタ」を押下

② 「詳細」を押下

③ 「編集」を押下

E1234 商品交換株式会社 住宅 太郎 aaa@bbb.cc

１
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［第５章］交換事業者マスタの編集

・選択した事業者の編集画面が表示されます。各種必要な項目を入力してください。
初回時に入力が可能な項目は、薄い赤色で塗られています。（入力されても薄い赤色は消えません）

編集不可

E1234

商品交換株式会社

000000000000

右欄には「登録完了」した時点の
情報がコピーされ、保存されます。

HP等への公表項目では、
右欄にコピーされた登録完了情報が

公表されます。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

事業者マスタ5.2 交換事業者マスタの編集

４

５
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HP
カタログ

（予定）

12 通信販売実績 ◆ 事業名・サービス名 自社の行う通信販売業や本事業において公表する事業
名・サービス名を入力（２５文字以内）

○ ○ ▲

13 ◆ 既存ショップＵＲＬ① 自社の通信販売サイトのＵＲＬを最低1つ入力 ● ○ ▲
14 ◆ 通販事業開始時期 通信販売事業を開始した年月を入力（2001年9月等） ● ○
15 ◆ 令和２年度の取り扱い件数 通信販売実績がある場合は、大体の数字を入力 ● ○
16 ◆ 現在の取り扱い商品数 通信販売実績がある場合は、大まかな商品数を入力 ● ○
17 ◆ 指定配送会社 利用予定の配送会社にチェック ○ ○
18 ◆ その他配送会社１～３ 上記以外の配送会社を利用する場合は「追加」を選択 ○ ○
19 ◆ その他配送会社名称１～３ 配送会社の名称を入力 ○ ○
20 ◆ 配送状況確認ＵＲＬ１～３ 配送状況が確認できるＵＲＬを入力 ○ ○

No
必須
項目

公表項目
編集
可否

詳　細セクション名

項目名

◆がつく項目は、「登録完了」後の
再編集時に事務局による再審査が必要

１つ以上を

必ず選択

すること

HP
カタログ

（予定）

1 審査情報 審査ステータス 審査ステータスが「登録完了」の場合に交換商品事業者
としての登録が完了となり、ＨＰ等で公表

─ ×

2 事務局からの 不備種別 「不備・要確認」事項を表示 ─ ×
3 連絡欄 事務局コメント 事務局からのコメントを表示（「不備・要確認」の場合

以外も表示される場合があります）
─ ×

4 事業者情報 事業者　コード Ｅ+数字４桁の自社の事業者コード ● ○ ○ ×
5 法人番号 １２桁（１３桁のいわゆるマイナンバーではない） ● ×
6 事業者名称 アカウント発行依頼時の情報が反映されます ● ○ ○ ×
7 事業者名称カナ カナを入力 ● ×
8 住所 本社住所を入力 ● ○ ×
9 代表電話番号 １１桁以内（ハイフンなし） ● ○ ×
10 代表者　肩書 法人の代表者（代表取締役、理事長など）の情報 ● ○ ×
11 代表者　氏名 ↑ ● ○ ×

No
必須
項目

公表項目
編集
可否

詳　細セクション名

項目名

◆がつく項目は、「登録完了」後の
再編集時に事務局による再審査が必要

事業者情報の入力
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［第５章］交換事業者マスタの編集

事業者情報の代表者の情報[No.10-11]の部分へは、本制度を担当する代表者ではなく、
交換商品事業者として応募をする法人の代表者（代表取締役、理事長など）の情報を入力してください。

事業者情報に変更がある場合は、事務局までご連絡ください。（P85参照）

公表項目か
否かを表示

登録完了後の
編集可否を表示

事業者マスタ5.2 交換事業者マスタの編集

４

・[No4] 事業者コードはシステムにて自動で付番されます。一度決定した事業者コードを変更することはできません。

編集不可

通信販売実績の入力

配送会社として選定している配送会社を選択します。
例示している９社または自社で入力する「その他配送会社」のうち、最低でも１つ以上を選択してください。

例示している９社以外を入力する場合には、「その他配送会社①～③」に『追加』を選択して、
配送会社の名称と、配送状況が確認できるページのＵＲＬを入力してください。

既存ショップURL欄には、自社で既に行っている通信販売ショップのURLを入力してください。
（楽天、amazonなどのモール型のショップのページも含む）
※通信販売の実績がわかるページを入力し、本制度の事業者要件に適合していることを公表していただきます。

▲：カタログ掲載時
は再編集不可５
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［第５章］交換事業者マスタの編集

課長

住宅太郎

ジュウタクタロウ

00000000000

aaa@bbb.ccc

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

事業者マスタ5.2 交換事業者マスタの編集

６
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担当者情報の入力
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［第５章］交換事業者マスタの編集

・電話番号、FAX番号はハイフン抜きで入力してください。
・住所欄には、それぞれの担当者の勤務先の住所を入力してください。
・メールアドレスは誤りのないように入力してください。
・複数の担当者を選任できない場合は[No34]で、担当①と「同じ」を選択してください。
・事業責任者と担当者①も同一の方が兼ねる場合は、両方に同じ情報を入力してください。

アカウント発行依頼時に入力された情報が、本制度の主たる担当者「担当者①」[No26～33]として登録されます。
登録後の「担当者①」のメールアドレスの変更は交換商品事業者自身で行っていただきますので、
誤りのないように入力してください。誤った情報が登録されると、事務局からの通知が届きません。

担当者連絡先の電話番号①、電話番号②は、固定電話および携帯電話の２種類を想定しています。
事務局からの連絡を受け付けることができる電話番号を入力してください。

事業者マスタ5.2 交換事業者マスタの編集

６

HP
カタログ

（予定）

21 担当者情報 事業責任者　役職 事業責任者の情報を入力 ○

22 （事業責任者） 事業責任者　氏名 ↑ ● ○
23 事業責任者　氏名カナ ↑ ● ○
24 事業責任者　住所 ↑ ● ○
25 事業責任者　電話番号 ↑ ● ○
26 （担当者①） 担当者①　役職 主たる業務を行う担当者の情報を入力 ○
27 担当者①　氏名 ↑ ● ○
28 担当者①　氏名カナ ↑ ● ○
29 担当者①　住所 ↑ ● ○
30 担当者①　電話番号① ↑ ● ○
31 担当者①　電話番号② ↑ ○
32 担当者①　メールアドレス ↑ ● ○
33 担当者①　ＦＡＸ番号 ↑ ○
34 （担当者②） 担当①と同じ 主たる業務を行う副担当者の情報を入力

※担当者①が兼ねる場合は、「同じ」を選択
● ○

35 担当者②　役職 主たる業務を行う担当者の情報を入力 ○
36 担当者②　氏名 ↑ ○ ○
37 担当者②　氏名カナ ↑ ○ ○
38 担当者②　住所 ↑ ○ ○
39 担当者②　電話番号① ↑ ○ ○
40 担当者②　電話番号② ↑ ○
41 担当者②　メールアドレス ↑ ○ ○
42 担当者②　ＦＡＸ番号 ↑ ○

No
必須
項目

公表項目
編集
可否

詳　細セクション名

項目名

◆がつく項目は、「登録完了」後の
再編集時に事務局による再審査が必要



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル

29

［第５章］交換事業者マスタの編集

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

事業者マスタ5.2 交換事業者マスタの編集

７

⑧
これまでの全てが入力されていることを確認し、
「保存」を押下

８

本制度の事業期間中に口座情報に変更がある場合は、必ず事務局までご連絡ください。

交換商品事業者自身の口座以外の振込口座を指定することはできません。
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HP
カタログ

（予定）

43 経理・口座情報
（経理担当者）

担当者①と同じ 経理担当者の情報を入力
※担当者①が兼ねる場合は、「同じ」を選択

● ○

44 経理担当者　役職 ↑ ○
45 経理担当者　氏名 ↑ ○ ○
46 経理担当者　氏名カナ ↑ ○ ○
47 経理担当者　住所 ↑ ○ ○
48 経理担当者　電話番号① ↑ ○ ○
49 経理担当者　電話番号② ↑ ○
50 経理担当者　メールアドレス ↑ ○ ○
51 経理担当者　ＦＡＸ番号 ↑ ○
52 （口座情報） 金融機関コード 「統一金融機関コード」を４桁で入力 ● ×
53 金融機関名 銀行名を「○○銀行」まで入力 ● ×
54 支店コード 金融機関の本支店に割り当てられている

３桁の番号を入力
● ×

55 支店名 支店名を「○○支店」まで入力 ● ×
56 預金区分 プルダウンリストより選択 ● ×
57 口座番号 ７桁の半角数字を入力

※７桁に満たない口座番号の場合は、
　頭にゼロを足して７桁としてください

● ×

58 口座名義人カナ 半角カタカナで入力　※小文字不可、大文字で入力 ● ×

No
必須
項目

公表項目
編集
可否

詳　細セクション名

項目名

◆がつく項目は、「登録完了」後の
再編集時に事務局による再審査が必要

口座情報の入力

30

［第５章］交換事業者マスタの編集

数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M N O P

Q R S T U V W X Y Z

ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ ｻ ｼ ｽ ｾ ソ

ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ ﾊ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎ

ﾏ ﾐ ﾑ ﾒ ﾓ ﾔ ﾕ ﾖ ﾗ ﾘ ﾙ ﾚ ﾛ ﾜ ｦ ﾝ

濁点・半濁点 ゛ ゜

記号 \ , . ( ) - /スペース

口座情報欄　使用可能文字

英字

かな文字

・ 小文字は使用できません。
大文字に置き換えて入力します。
例）トウキョウ →  ﾄｳｷﾖｳ （ﾄｳｷｮｳは不可）

・ 中黒点は、ﾋﾟﾘｵﾄﾞを使用してください。
例）ｲﾁ･ﾆ･ｻﾝ → ｲﾁ.ﾆ.ｻﾝ

・ ｶﾅ長音文字（ｰ）はﾏｲﾅｽを使用します。
例）ハート → ﾊ-ﾄ

・ 濁点・半濁点は一文字として扱いします。
例）パンジー → ﾊﾟﾝｼﾞｰ

・ 全ての文字は半角で入力します。特にスペースは見分け
がつきにくいので、ご注意ください。

ゆうちょ銀行口座を取引口座として指定する場合は、支店名（店番）・口座番号を置き換えて登録します。
※事務局へ申請された口座情報が間違っていた場合、正常に処理が行えない場合があります。
間違いのないようにくれぐれもご注意ください。
又、誤った申請によって生じた如何なる損害も事務局は責任を負いません。

事業者マスタ5.2 交換事業者マスタの編集

ゆうちょ銀行口座を取引口座として指定する場合

７

記号･番号から振込用の店名・預金種目・口座番号への変換の公式（2021年２月事務局調べ）

※最新情報はゆうちょ銀行のHPでご確認ください https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/koza/kj_sk_kz_furikomi_ksk.html
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［第５章］交換事業者マスタの編集

・「追加」ボタンを押して、
必要書類をアップロードする。

・「添付タイプ」から添付する書類の種類を選択し、
添付するファイルを「添付ファイル」を押下し
追加する。

本制度に交換商品事業者としての登録をするためには、①法人登記、②口座が確認できる書類（通帳の該当面の
コピー、インターネットバンキングの出力など、「口座番号「口座名義人カナ」がわかるもの」）の2点の画像のアッ
プロードが必須です。
先に登録された「法人番号」「口座情報」との整合性を確認しますので、誤りのない画像を登録してください。

［添付可能上限］
添付サイズ：

最大５ＭＢ（1ファイルあたり）
※PDF、JPEG等の画像データ

※一度「保存」ボタンを押した後に、添付が可能になります。編集中は画像のアップロードはできません。

法人登記は、法務局が発行する会社の現況を反映したものであることが必要です。
（登記閲覧サービスの出力などは不可）
「履歴事項全部証明書」の全ページを画像ファイルにしたものをアップロードしてください。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

事業者マスタ5.3 法人登記・口座が確認できる書類のアップロード

法人登記・口座が確認できる書類のアップロード5.3

９

10

⑨ 「追加」を押下

⑩

「添付タイプ」を選択
※プルダウンリストよりそれぞれ以下を選択
・「法人登記」
・「口座が確認できる書類」

⑪ 「ファイルを選択」を押下し、ファイルを選択

11
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［第５章］交換事業者マスタの編集

・追加した添付書類が表示されます。

・添付書類が登録されます。

・交換事業者マスタに添付書類が登録され、表示されます。

「編集」に
ボタンが変化

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

事業者マスタ5.3 法人登記・口座が確認できる書類のアップロード

12

13

⑫ 「ファイルを選択」を押下し、ファイルを選択

⑬ 「閉じる」を押下
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［第５章］交換事業者マスタの編集

HPやカタログ等で公表される交換商品事業者の情報を入力します。

編集不可

右欄には「登録完了」した時点の
情報がコピーされ、保存されます。

HP等への公表項目では、
右欄にコピーされた登録完了情報が

公表されます。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

事業者マスタ5.4 交換事業者マスタ（公開情報）の編集

交換事業者マスタ（公開情報）の編集5.4

15

⑭

上部メニューから、
「交換事業者マスタ」
＞「交換事業者マスタ（公表情報）」を押下
（操作参照：P24）

14

14
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事業者情報の確認
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［第５章］交換事業者マスタの編集

事業者情報として、HP等で公表される項目が確認のために再度表示されます。
※P25、26に掲載されている「交換事業者マスタ」の情報と同一。
そのためこちらの項目を変更すると、「交換事業者マスタ」の情報も合わせて変更されます。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

事業者マスタ5.4 交換事業者マスタ（公開情報）の編集

15

事業者情報ページ（実際のイメージとは異なる場合があります）

HP
カタログ

（予定）

1 審査情報 審査ステータス 審査ステータスが「登録完了」の場合に交換商品事業者
としての登録が完了となり、ＨＰ等で公表

─ ×

2 事務局からの 不備種別 「不備・要確認」事項を表示 ─ ×
3 連絡欄 事務局コメント 事務局からのコメントを表示（「不備・要確認」の場合

以外も表示される場合があります）
─ ×

4 事業者情報 事業者　コード Ｅ+数字４桁の自社の事業者コード ● ○ ○ ×
5 法人番号 １２桁（１３桁のいわゆるマイナンバーではない） ● ×
6 事業者名称 アカウント発行依頼時の情報が反映されます ● ○ ○ ×
7 事業者名称カナ カナを入力 ● ×
8 住所 本社住所を入力 ● ○ ×
9 代表電話番号 １１桁以内（ハイフンなし） ● ○ ×
10 代表者　肩書 法人の代表者（代表取締役、理事長など）の情報 ● ○ ×
11 代表者　氏名 ↑ ● ○ ×

No
必須
項目

公表項目
編集
可否

詳　細セクション名

項目名

◆がつく項目は、「登録完了」後の
再編集時に事務局による再審査が必要

編集不可

公表情報を
反映予定

事業者情報を
反映予定

公表情報を
反映予定
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［第５章］交換事業者マスタの編集

交換商品マスタにて３商品の登録へ

右欄には「登録完了」した時点の
情報がコピーされ、保存されます。

HP等への公表項目では、
右欄にコピーされた登録完了情報が

公表されます。

編集不可

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

事業者マスタ5.4 交換事業者マスタ（公開情報）の編集

16

17

⑰
これまでの全てが入力されていることを確認し、
「保存」を押下



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル

HP
カタログ

（予定）

59 公表情報 事業者名称 「事業者情報」の欄より自動リンク リンク ○ ○ ×

60 代表電話番号 ↑ リンク ○ ×
61 住所 ↑ リンク ○ ×
62 代表者肩書 ↑ リンク ○ ×
63 代表者氏名 ↑ リンク ○ ×
64 事業名・サービス名 「通信販売実績」の欄より自動リンク リンク ○ ○ ▲
65 ◆ 問い合わせ先名称 問い合わせ窓口の名称を入力（１８文字以内） ● ○ ○ ▲
66 問い合わせ先メールアドレス 問い合わせ窓口のメールアドレスを入力 ● ○ ○
67 ◆ 問い合わせ先電話番号 問い合わせ窓口の電話番号を入力（ハイフンあり） ● ○ ○ ▲
68 ◆ 対応時間 問い合わせ窓口の営業時間 ● ○ ○ ▲
69 事業者ＵＲＬ 代表ＨＰのＵＲＬを入力 ● ○ ○
70 既存ショップＵＲＬ① 「通信販売実績」の欄より自動リンク リンク ○ ▲
71 既存ショップＵＲＬ② 自社の通信販売サイトのＵＲＬを追加入力可能 ○ ○
72 既存ショップＵＲＬ③ ↑ ○ ○
73 法令等に基づく表記 商品提供にあたり法令等で求められる表記を入力 ○ ○
74 プライバシーポリシー 自社のプライバシーポリシーが表明されているHPのURL

を入力（プライバシーポリシーをテキストで入力しても
可）

○ ○

75 ◆ 保証ルール 交換商品の納品後の保証ルールを入力 ○ ○
76 特記事項 特別に記載すべき事項があれば入力 ○ ○

No
必須
項目

公表項目
編集
可否

詳　細セクション名

項目名

◆がつく項目は、「登録完了」後の
再編集時に事務局による再審査が必要

公表情報の入力
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［第５章］交換事業者マスタの編集

事業者マスタ5.4 交換事業者マスタ（公開情報）の編集

16

交換商品事業者の情報として、商品検索ページ等にて公表される情報です。

公表情報の問い合わせ窓口の電話番号については、ハイフンありで入力してください。

[No.73～76]については、自社で必要情報を入力してください。
内容の適否について、事務局に確認を求めることはできません。

公表情報には、「交換商品カタログ」に掲載される情報も含まれます。
交換商品カタログへの掲載を希望する事業者は、カタログ掲載イメージも確認の上で情報を入力してください。
詳細は、「運用マニュアル①」の該当ページを参照してください。
なお、「運用マニュアル①」はポータルのTOPページよりダウンロードすることができます。

▲：カタログ掲載時
は再編集不可
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交換商品事業者 登録マニュアル

37
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交換商品事業者 登録マニュアル

アカウント発行

交換商品事業者登録までの手続き

交換商品事業者ポータルへのログイン

交換事業者マスタの編集

交換商品マスタの編集

登録申請

登録完了

本制度では、まずは３商品のみを登録し、審査申請していただきます。
その後、４商品以降の審査を申請することができるのは、交換商品事業者としての登録が完了してからです。

交換商品事業者としての登録完了後は、最大200商品まで登録し審査を申請することができます。
※今後、商品数は拡充する可能性があります。

交換商品マスタの編集

第６章

交換商品マスタの編集本章

本章の作業の流れ

第７章へ

１商品目 ：新規登録開始

政策テーマごとの必要情報入力（追加要件等）

商品カテゴリ・政策テーマの選択

バリエーション情報の入力

事業者管理用情報の入力

基本情報の入力

［登録］ボタンの押下

商品画像の登録

２～３商品目：新規登録開始

１商品目 ：登録終了

２～３商品目：登録終了

限定提供情報の入力
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［第６章］交換商品マスタの編集

交換商品マスタでは、交換商品の基本情報を登録するとともに、交換商品が本制度の対象商品であるこ
とを示す審査項目についても入力していただきます。

交換事業者マスタでは、以下の項目の入力が必要となります。また、交換商品としての登録後もこれら
の情報は最新に保つ必要があります。

カタログ掲載商品の応募メニューは、交換商品事業者としての登録が完了した後で表示されます

商品マスタ6.1 交換商品マスタについて

交換商品マスタについて6.1

交換商品マスタの入力項目

・商品基本情報 ：交換商品としての基本情報を入力

本章の作業の流れ

・管理用項目 ：交換商品事業者の管理用の項目を任意で入力

・バリエーション ：バリエーションを有する商品の設定に利用
情報 （利用する場合のみ入力）

・要件説明 ：選択した政策テーマに対応した対象要件・
要件適合性を説明

・商品詳細情報 ：交換商品としての詳細情報（サイズ・色など）
を入力

・入力情報の登録 ：入力した内容を登録
※必要に応じて画像、審査情報をアップロード

第７章へ

１商品目：新規登録開始

政策テーマごとの必要情報入力（追加要件等）

商品カテゴリ・政策テーマの選択

バリエーション情報の入力

事業者管理用情報の入力

基本情報の入力

［登録］ボタンの押下

商品画像の登録

・限定提供情報 ：年齢制限商品、数量限定商品、期間限定商品、
予約商品の設定に利用

限定提供情報

・商品カテゴリ ：登録を希望する商品のカテゴリと
政策テーマを選択

（商品登録時に必ず最初に行います）
※商品カテゴリごとに入力項目が異なります

・商品画像 ：商品画像の登録
・補足説明画像 ：商品の補足説明として関連画像の登録

（必要な場合のみ）審査情報登録
・添付書類 ：政策テーマ「地域振興」

添付書類が必要な場合があります

１商品目：登録作業の終了

２～３商品目：新規登録開始

２～３商品目：登録作業の終了

・登録した情報の審査申請に進みます
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［第６章］交換商品マスタの編集

・事業者自身の交換商品マスタが表示されます。
・新規登録ボタンを押下して、商品の登録を
行ってください。

・トップ画面の交換商品マスタのメニューを押下します。

削除ボタンについて

登録申請前の商品のみ、
削除ボタンで削除すること
ができます。
※審査が申請され、商品コード
が付番された商品は削除できません。

一度削除された商品を
元に戻すことはできません。

商品検索ページでの公表を取りやめたい
商品が発生した場合には、［HP非掲載］
とすることができます。

運用マニュアル②
2.6 HP非掲載フラグの操作

登録している商品の情報を一括で
CSV形式でダウンロードできます

運用マニュアル②
2.9 交換商品マスタ登録情報

CSVダウンロード機能

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

交換商品マスタの編集6.2

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

２

① 「交換商品マスタ」を押下

② 「新規登録」を押下

１

１

登録完了になった後、
数量限定有商品の在庫数を増減する際に
利用するメニューです。

運用マニュアル②
2.7 商品在庫数のメンテナンス
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編集不可

（イメージ画面）

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル

HP
カタログ

（予定）

1 交換事業者情報 事業者名 事業者マスタから自動でリンク ○ × ○

2 事業者コード ↑ ○ ×

3 審査情報 審査ステータス 審査状況を伝達 ×

4 事務局からの連絡欄 不備種別 「不備・要確認」事項を表示 ×

5
（事業者編集不可）

事務局コメント
事務局からのコメントを表示
※「不備・要確認」以外でも表示される場合があります

×

6 商品注意文言
特殊事情により商品について申請者に情報提供をする必
要がある場合に事務局が使用

○ ×

7 商品発注無効事由 ↑ ×

公表項目 納品
依頼

データ
No セクション名 詳　細

必須
項目

編集
可否

項目名

◆がつく項目は、「登録完了」後の

再編集時に事務局による再審査が必要
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・上記項目は編集できません。主に事務局の審査状況などをお知らせするために利用します。
・［No.3］審査ステータスには、主に以下の種類があります。（詳細は運用マニュアル②参照）

登録中 交換商品事業者が商品を制作中の状態。

審査中
「審査を申請する」ボタンを押した後の状態。
事務局での審査中。内容の変更が不可となる。

不備・要確認
事務局審査の結果、不備項目があった状態。
不備の内容は「事務局コメント」欄に表示。
修正後、再度「審査を申請する」を押下し「審査中」にする必要あり。

登録完了
事務局の審査が完了した状態。
登録完了となった時点で公表が開始される。

取り下げ 事業者が取り下げた状態。「不備・要確認」の場合のみ商品を取り下げることができる。

却下 審査の結果、要件に合致しないことが判明した商品。

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

納品依頼データに含まれる項目を示します。詳しくはP63
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交換商品事業者 登録マニュアル
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編集不可

（イメージ画面）

右欄には「登録完了」した時点の
情報がコピーされ、保存されます。

HP等への公表項目では、
右欄にコピーされた登録完了情報が

公表されます。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

※宅配ではなく専用配送が必要な商品の場合は、「大型配送」を選択
してください。

※配送方法が大型配送・要設置工事の場合も、交換申込み受付を
2022/1/16以降に延長することができます。

（ただし最終の納品完了報告日までに納品および納品完了報告ができる
商品に限る）



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル

HP
カタログ

（予定）

商品情報

8 【公表】基本情報 ＨＰ非掲載フラグ
「非掲載」にすると商品検索ページに表示されない
※交換商品マスタのＴＯＰページで変更できます

○

9 ◆ 商品名 ６４文字以内で入力 ● ○ ○ ○

10 商品コード 自動付番（事業者コード+数字４桁で付番） ○ ○ × ○

11 商品詳細
商品の詳細を入力してください
（1,000文字以内）

● ○ ○

12 必要ポイント数
全国一律の送料を含めたポイント数を入力
※５００～１００万ｐｔ、１００ｐｔ刻みで設定

● ○ ○ ▲ ○

13
うち、消費税率１０％対象の
必要ポイント数

必要ポイント数のうち、消費税率１０％対象の必要ポイ
ント数が入力可能（入力すると事務局への請求明細デー
タで、合計額が集計され表示されます）

○

14
うち、消費税率８％対象の
必要ポイント数

同上（消費税率８％対象の必要ポイント数が入力可能） ○

15 配送方法

所定のものを選択
※「大型配送」「要設置工事」を選択する場合は、
　申込み受付終了日の設定にご注意ください。
　（2022年1月15日より後の日付が設定可能です）

● ○ ○ ○

16 注意事項
提供にあたっての注意事項を入力
（1,000文字以内）

● ○ ○

17 商品ＵＲＬ 該当製品のＷＥＢサイトをリンクすることが可能 ○ ○

18 メーカー・加工等事業者 商品を製造したメーカー・生産者名を入力 ○ ○

19 メーカー型番 メーカー・生産者で設定している型番等を入力 ○ ○

公表項目 納品
依頼

データ
No セクション名 詳　細

必須
項目

編集
可否

項目名

◆がつく項目は、「登録完了」後の

再編集時に事務局による再審査が必要

HP
カタログ

（予定）

商品情報

20 【非公表】項目 事業者向け製品コード （自社管理用）自社内で利用しているコードを入力 ○ ○

21 その他事業者項目１ （自社管理用）自社管理用の自由入力欄 ○ ○

22 その他事業者項目２ ↑ ○ ○

23 その他事業者項目３ ↑ ○ ○

24 その他事業者項目４ ↑ ○ ○

25 その他事業者項目５ ↑ ○ ○

公表項目 納品
依頼

データ
No セクション名 詳　細

必須
項目

編集
可否

項目名

◆がつく項目は、「登録完了」後の

再編集時に事務局による再審査が必要
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自社の受発注の管理には、［No.20：事業者向け製品コード］を設定して利用してください。なお、[No.21〜25：その
他事業者項目1〜5]も自由に設定して活用できます。（これらは納品依頼データ（P63参照）にも反映されます。）

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

商品名[No.9]で内容量やサイズ、色柄などがわかるように設定してください（特にカタログへの掲載を希望する場合）

必要ポイント数[No.12]は、全国一律の送料、手数料、諸費用、消費税等を含んで設定してください。
本制度では、１ポイント１円換算で月次の請求額として換算されます。
なお、登録完了後の必要ポイント数の変更は“下げる”場合のみ認められます。
また、事業者の任意で各消費税率対象の必要ポイント数[No.13-14]を登録することができます。

付随して工事費が必要となる商品は、以下のいずれかの方法で提供することができます。（P56参照）
① 全国一律での工事費の場合は、工事費を含めたポイント数を設定できます。

ただし、工事費は商品本体の価格を下回ることとします。
② 地域や設置状況により工事費が変わる場合、商品代金のみのポイント数を設定できます。

なお、登録にあたっては、商品説明に「工事費別」と明記し、「目安となる工事費」を必ず記載してください。
（工事事業者の指定がある場合も必ず明記してください。）

配送方法[No.15]は、選択肢の中から所定のものを選択してください。
「大型配送」「要設置工事」が選択された商品は、原則、申請者からの交換申込みを2022年１月15日で終了しますが、
最終の納品完了報告日までに設置を完了し、かつ納品完了報告を行うことができる商品に限り、交換商品事業者の
判断で、本制度の商品交換期限まで延長することができます。

大型配送商品および工事を伴う商品は、申請者と設置方法・納品日についての協議が必要です。
最終の納品完了報告期限までに設置完了し、かつ納品完了報告を行うために、申請者からの交換申込みを
受け付けることができる期限を原則、2022年１月15日で終了します。
（但し、事業者の判断で商品交換期限まで延長可）
なお、大型商品および工事を伴う商品は、最終の納品完了報告日である2022年５月31日までに設置を
完了し、かつ納品完了報告を行うことができる商品であることが前提です。

「要設置工事」が選択された商品は、 [No.50：設置工事費] の選択が必須となります。
なお、「要設置工事」が選択されていない場合は、 [No.50：設置工事費] は編集することができません。

2.1版更新
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（イメージ画面）

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

バリエーション情報の編集6.2.1



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル

HP
カタログ

（予定）

商品情報

26
【公表】
バリエーション情報

製品取り纏めコード
バリエーション設定商品としてくくりたい商品に
共通のコードを設定

○ ○

27 代表で表示する商品
バリエーションを代表して検索結果に表示したい商品の
場合、「この商品」を選択

○ ○ ○

28 バリエーション１　名称 バリエーションタイトルを入力（例：カラー） ○ ○ ○

29 バリエーション１　項目値 項目値を入力（例：レッド） ○ ○ ○

30 バリエーション２　名称 バリエーションタイトルを入力（例：サイズ） ○ ○ ○

31 バリエーション２　項目値 項目値を入力（例：Ｌサイズ） ○ ○ ○

32 バリエーション３　名称 バリエーションタイトルを入力（例：容量） ○ ○ ○

33 バリエーション３　項目値 項目値を入力（例：２リットル） ○ ○ ○

公表項目 納品
依頼

データ
No セクション名 詳　細

必須
項目

編集
可否

項目名

◆がつく項目は、「登録完了」後の

再編集時に事務局による再審査が必要
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バリエーションの設定を行うことで、ポイント数が等しい複数の同一（家電の色違い等）商品を、ひとつ
の商品詳細ページにまとめることが可能となります。（実際の表示イメージ等は次ページ以降を参照）

商品の情報については、各商品に３つまでバリエーションの設定が可能です。

バリエーションの設定は、複数の「商品コード」を１つの検索結果として表示させる場合に利用します。
登録商品数（200商品）には、バリエーション商品のうち「代表して表示する商品」（「この商品」が選択
されているもの）のみをカウントし、その他の商品（「他の商品」が選択されているもの）については含
みません。

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

バリエーション情報について

製品取り纏め
コード

・バリエーション（サイズ／カラー／スペック・仕様など）設定商品として、
一つにくくりたい商品に対して、任意（自由設定）の共通コードを入力します。
その共通コードをベースに、同種の別バリエーション商品であると、
システム上で認識されます。
※コードは半角英数字のみ利用可能

代表で表示
する商品

・バリエーション設定商品を代表して、検索結果に表示したい商品に対して、
「この商品」を選択します。

・同じ製品取り纏めコードを付けた商品の中からホームページ表示する商品のみに
「この商品」を選択し、その他商品を「他の商品」に設定することで、
ホームページ上での検索結果は「この商品」を選択した商品のみが表示されます。
その表示されている１商品から、申請者はバリエーションの選択ができます。

＜注＞全ての商品で「他の商品」が選択されると、全ての商品が表示されません

バリエーション
の入力例

＜バリエーション名称が「カラー」の場合＞
・バリエーション項目値は対応する「白、黒、赤」などの項目値を入力



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル
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サイズや色違いのバリエーションを登録した複数の商品について、まとめて検索結果に表示する機能です。
バリエーション設定の『代表で表示する商品』で「この商品」を選択した商品は１商品としてカウントされ、
「他の商品」を選択した商品は登録商品数に含みません。（上記を踏まえて200商品の登録が可能です）

■商品①
・商品名 ：バッグ
・サイズ ：Ａ４
・カラー ：茶色
・ﾎﾟｲﾝﾄ数：10,000pt

バリエーションを
設定しない場合

■商品②
・商品名 ：バッグ

・サイズ ：

・カラー ：

・ﾎﾟｲﾝﾄ数：10,000pt

バリエーション
設定後のイメージ

▼Ａ４
Ａ３

▼黄色
茶色

HPの検索結果に４つの商品が表示
（商品数は４商品とカウント）

HPの検索結果に１つの商品が表示
（商品数は１商品とカウント）

※バリエーション項目値は、
各商品の該当情報を登録
（Ａ４、Ａ３、茶色、黄色など）

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

バリエーション情報欄の機能

注意事項

・『代表で表示する商品』の指定がない場合、全ての商品が表示されません。
逆に、複数の商品で「この商品」が選択されている場合は、全ての商品が検索結果に表示されます。

・交換商品ポイント数が異なる場合でも、取り纏めコードに同じ数値が登録された場合は、同一商品の
バリエーションとして表示されます（初回登録以降、システム上で同種商品であるか否かのチェックは
行われません）

・バリエーション登録を行う場合は、商品の「審査を申請する」前に商品の情報を設定してください。

■商品②
・商品名 ：バッグ
・サイズ ：Ａ４
・カラー ：黄色
・ﾎﾟｲﾝﾄ数：10,000pt

■商品③
・商品名 ：バッグ
・サイズ ：Ａ３
・カラー ：茶色
・ﾎﾟｲﾝﾄ数：10,000pt Ａ３サイズ

■商品④
・商品名 ：バッグ
・サイズ ：Ａ３
・カラー ：黄色
・ﾎﾟｲﾝﾄ数：10,000pt

Ａ４サイズ

Ａ４サイズ

Ａ３サイズ

Ａ４サイズ

バリエーション設定

・製品取り纏めコード ：任意の同じ数字
・代表で表示する商品 ：商品②
・バリエーション1 名称：サイズ
・バリエーション2 名称：カラー
・バリエーション3 名称：設定なし

バリエーション設定イメージ
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名称 項目値 名称 項目値

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

E1234-0001 コットントートバッグ　茶色／マチなし／Ｓサイズ 5,000 A001 この商品 色 茶 マチ 無

E1234-0002 コットントートバッグ　茶色／マチあり／Ｓサイズ 5,000 A001 他の商品 色 茶 マチ 有

E1234-0003 コットントートバッグ　黄色／マチなし／Ｓサイズ 5,000 A001 他の商品 色 黄 マチ 無

E1234-0004 コットントートバッグ　黄色／マチあり／Ｓサイズ 5,000 A001 他の商品 色 黄 マチ 有

E1234-0005 コットントートバッグ　茶色／マチなし／Ｌサイズ 7,000 A002 この商品 色 茶 マチ 無

E1234-0006 コットントートバッグ　茶色／マチあり／Ｌサイズ 7,000 A002 他の商品 色 茶 マチ 有

E1234-0007 コットントートバッグ　黄色／マチなし／Ｌサイズ 7,000 A002 他の商品 色 黄 マチ 無

E1234-0008 コットントートバッグ　黄色／マチあり／Ｌサイズ 7,000 A002 他の商品 色 黄 マチ 有

E1234-0009 レザートートバッグ　茶色／マチなし／Ｌサイズ 15,000 A003 この商品 色 茶 マチ 無

E1234-0010 レザートートバッグ　茶色／マチあり／Ｌサイズ 15,000 A003 他の商品 色 茶 マチ 有

バリエーション２

商品コード 商品名
必要

ポイント数

製品取り纏め
コード

代表で表示
する商品

バリエーション１
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（例）同一商品・同一価格で、色の種類・付属の種類の組み合わせが４パターンあるトートバッグを、
バリエーション設定して１つの商品のみを表示させる場合

別々の商品コードを、
右の項目で表示させる

①[製品取り纏めコード]には任意の共通コードを入力（例 A001）

②商品検索ページに代表して表示をしたい商品コードにのみ、
[代表で表示する商品]で「この商品」を選択

③バリエーション１ 名称にバリエーションの名称「色」などの
共通名称を入力する

④バリエーション１ 項目値に、名称に対応するそれぞれの内容を入力

⑤バリエーション２ 名称欄に「マチ」と共通名称を入力

⑥バリエーション２ 項目値に対応するそれぞれの内容を入力

商品コード E1234-0001
商品名 コットントートバッグ

茶色／マチなし／Ｓサイズ
必要ポイント数 5,000pt

色： 茶 ▼

黄

無 ▼

有

「この商品」を選択した商品のみが商品検索
ページで表示され、登録した名称・項目値が、
プルダウンメニューで選択できるようになる

プルダウンで選択された商品コードのページが
表示される

選択

「コットントートバッグ 茶色／マチなし／Ｓサイズ」を商品の代表として商品検索ページに表示させたい場合

同型製品で、ポイント数が同じ場合のみ、
取り纏めることができます。
（システム上のチェックは行いません）

同型の製品であっても、ポイント数が異なる場合は取りまとめることはできません。
（初回登録以降、システム上のチェックは行われません。設定にあたっては注意してください。）

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

バリエーションの設定例

Ｓ／マチなし

マチ：

商品コード E1234-0004
商品名 コットントートバッグ

黄色／マチあり／Ｓサイズ
必要ポイント数 5,000pt

色： 黄 ▼

有 ▼マチ：

Ｓ／マチあり

ポータル上での入力内容イメージ

交換商品ページ表示イメージ



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル

※配送方法が大型配送・要設置工事の場合も、交換申込み受付
を2022/1/16より後の日付に延長することができます。
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（イメージ画面）

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

限定提供情報の編集6.2.2



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル

HP
カタログ

（予定）

34
【公表】
限定提供情報

◆ 年齢制限有フラグ
アルコール類など、交換申込みにあたり
年齢制限のある商品の場合は「あり」を選択

● ○ ○

35 ◆ 対象年齢（以上） 対象年齢を入力（「２０」などの数値を入力） ○ ○ ○

36 数量限定有フラグ 在庫に制限がある商品の場合「あり」を選択 ● ○ ○

37 総提供数
提供可能な数量
※交換商品マスタでは初期値のみ設定可

○ ○

38 発注数（予定含む） 交換申込みされた数およびカートに入っている数 ✕

39 在庫数
交換申込みを受けることができる数
（総提供数－発注数（予定含む）＝在庫数）

✕

40 期間限定有フラグ
本制度の期間を通じて提供することができない
商品の場合「あり」を選択

● ○ ○

41 申込み受付開始日
交換申込みの受付を開始できる日付を入力
※「20210601」以降を入力

○ ○ ○

42 申込み受付終了日

交換申込みの受付を終了する日付を入力
※「20220228」以前を入力
※配送方法が「大型配送」「要設置工事」の場合も、
　最終の納品完了報告日までに設置および納品完了
　報告が可能な場合のみ「20220115」より後の日付
　を入力することができます。

○ ○※ ○

43 ◆ 予約商品フラグ 予約商品の場合「予約商品」を選択 ● ○ ○

44 ◆ 発送時期
予約商品の場合は発送予定時期を入力
（例：「○月頃に順次発送」など）

○ ○ ○

83 （本項目は非公表） 郵送交換申込み受付可能日
郵送による交換申込み等に対応可能な日付を入力
※空欄の場合は、申込み受付終了日まで交換申込みを
　受け付けます

◯

公表項目 納品

依頼

データ

No セクション名 詳　細
必須
項目

編集
可否

項目名

◆がつく項目は、「登録完了」後の

再編集時に事務局による再審査が必要

「20220216」以降を設定した場合、

HPでは2022/02/15で表示されます

在庫数の変動について

交換商品の在庫数は、申請者が商品検索ページから対象商品を「カート」に入れた時点で減算されます。

「カート」に入っただけでは「交換申込み」は完了していません。
一定の時間内に「交換申込み」が行われなかった場合、対象商品は「カート」から「お気に入り」に
移動し、カートに入っていた在庫数は元に戻ります。
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原則、本制度の商品交換期間を通して提供できない商品は、交換商品として登録することはできません。
以下の情報は、やむを得ない理由等がある場合に設定してください。

申請者の交換申込みに年齢制限をかけることができます。フラグを「あり」に設定し、対象年齢に数値を
入力することで、対象年齢以上の申請者からの交換申込みを受付けます。
※酒類などの商品は必ず年齢制限有フラグを「あり」にし、対象年齢欄に「20」と入力してください。
（玩具類等の対象年齢とは異なりますので、ご注意ください。）

※「年齢制限有フラグ」は初期設定は「なし」となっており、「対象年齢（以上）」の入力はできません。
「あり」にチェックをすると入力できるようになります。

提供できる数量に限りがある商品について、在庫数の設定ができます。
フラグを「あり」にし、在庫数に数字を入力することで、交換申込みの受付に上限を設定できます。

設定された在庫数が「0」になると、交換申込みができなく
なります。（HP上では公表されたまま）
商品の再出荷が可能となった場合は、[商品在庫数メンテナン
ス]から在庫数をあらためて追加登録することで、受注できる
ようになります。
※「数量限定有フラグ」の初期設定は「なし」と
なっており「在庫数」の入力はできません。
「あり」にチェックをすると入力できるようになります。

※交換商品マスタの画面からは、初回の在庫数のみ設定可。
登録後の在庫数の増減は[商品在庫数メンテナンス]
からのみ行うことができます。

申請者が閲覧する商品検索ページ
での在庫表示

在庫数 表示内容

50以上 在庫あり

49～1 在庫わずか

0 在庫なし

※表示内容等は変更になる場合があります。

運用マニュアル②
2.7 商品在庫数のメンテナンス

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

年齢制限有フラグについて

数量限定有フラグについて



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル
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申込みを受け付けられる期間が限られる商品について、提供可能期間を設定できます。
フラグを「あり」として、申込み受付の開始日と終了日を設定することで、当該期間のみ交換申込みを受
け付けます。

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

期間限定有フラグについて

（参考）後述の「予約商品」との違いについて

予約商品 発送時期が限定されている商品。発送時期の３ヶ月程度前より予約受付が可能。

期間限定商品 申込み受付期間が限定されているが、その期間は納品依頼から20日で発送ができる商品。

配送方法「大型配送」「要取付工事」を選択時の申込み受付終了日の設定

大型配送商品および工事を伴う商品は、申請者と設置方法・納品日についての協議が必要です。
最終の納品完了報告期限までに設置完了し、かつ納品完了報告を行うために、申請者からの交換申込みを
受け付けることができる期限を原則、2022年１月15日で終了します。
（但し、事業者の判断で商品交換期限まで延長可）
なお、大型商品および工事を伴う商品は、最終の納品完了報告日である2022年５月31日までに設置を
完了し、かつ納品完了報告を行うことができる商品であることが前提です。

申込み受付終了日以降の納品依頼データの連携期間

申込み受付開始日および終了日は申請者からの申込みを受け付ける期間ですので、「申込み受付終了日」
の翌日まで納品依頼データは連携されます。また、当該期間は申込みを受け付ける期間であって、商品の
発送ができる期間ではないのでご注意ください。

また、郵送での交換申込みに対応するため、申込み受付終了日が2022年２月15日で設定されている場合
でも、納品依頼データは2022年２月末日頃まで連携されます。
（大型配送商品および工事を伴う商品は、2022年１月末日頃まで連携予定）

「期間限定有フラグ」の初期設定は「なし」のため、「申込み受付開始日」及び「申込み受付終了日」
の入力はできません。「あり」にチェックをすると入力できるようになります。

本制度の商品交換期間を通して提供可能な商品は、期間限定有フラグを「なし（初期設定）」として
ください。「なし」の場合、商品交換予定期間が自動的に設定されます。
（申込み受付開始日「20210601」、申込み受付終了日「20220228」※で設定）

「申込み受付終了日」が経過した商品は、商品検索ページに表示されなくなります。

HPでの公表期間

交換申込み受付期間

HPでの公表期間（申込み受付終了日は2022/02/15に変換され公表）

交換申込み受付期間

納品依頼データ連携期間

納品依頼データ連携期間

大型配送および
工事を伴う商品

上記以外の商品

申込み
受付終了日

2022/01/15まで交換
申込み受付できる商品

2022/01/15

郵送交換申込み
受付可能日

2022/01/31

申込み
受付終了日

郵送交換申込み
受付可能日

2022/02/28

2022/02/28

2022/02/15まで交換
申込み受付できる商品

1月15日 1月31日 2月15日 2月28日

商品マスタ設定値

商品交換期限は2022/02/15です。
商品マスタの申込み受付終了日に
2022/02/16以降が入力されている場合、
HPでは2022/02/15として表示されます。

※商品交換期限は2022/02/15から変更はありません。そのため本制度のHP（商品検索ページ）では「2022/02/15」として表示します。
独自で商品紹介ページを制作している場合をはじめ、申請者に誤った情報を紹介しないようご注意ください。

2.1版更新



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル
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果実類など「発送可能時期が未来日である」商品について、予め先の納品予定時期を設定できます。
フラグを「予約商品」とし、納品予定時期を入力してください。
ただし、納品予定時期は、交換申込みの受付から３ヶ月程度を目安とし、遅くとも2022年１月15日までとします。
（※最終の納品完了報告日までに納品完了報告が出来ない場合、当該商品の代金をお支払い出来ません。）

予約商品の場合は、申込み受付期間も最長で３ヶ月以内の期間で設定されなければいけません。

※「予約商品フラグ」は初期設定は「予約商品ではない」となっており、「発送時期」の入力はできません。
「予約商品」にチェックをすると入力できるようになります。

※「予約商品」以外の発送時期は「商品の発送まで１ヶ月以内」として公表されます。

予約商品の設定イメージ（９月上旬発送予定）

発送予定時期
９月上旬

９月１日

予約受付可能時期（３ヶ月）

６月１日

※必ずしも３ヶ月の間、ずっと予約を受け付けなければならないわけではありません。
自社で検討の上、申込み受付開始日・終了日（＝予約受付期間）を設定してください。

発送予定時期
９月上旬～10月上旬

９月１日

予約受付可能時期（３ヶ月）

６月１日

※発送時期の３ヶ月前であれば、予約受付可能時期は自由に設定することができます。
※発送予定時期直前まで予約申込みを受け付ける場合、発送予定時期直前で想定よりも多くの交換申込みが

あった場合、在庫が足りずに申請者とのトラブルとなる可能性もあります。
想定している供給量も勘案の上で、予約受付期間（申込み受付期間）は設定してください。

10月１日

予約受付可能時期（３ヶ月）

７月１日

予約商品の設定イメージ（９月上旬～10月上旬発送予定）

申込み受付終了日以後は
商品検索ページで掲載されなくなります

申込み受付終了日以後は
商品検索ページで掲載されなくなります

申込み受付終了日以後は
商品検索ページで掲載されなくなります

６月１日から
予約開始

７月１日から
予約開始

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

予約商品について

入力必要項目 入力例

期間限定有フラグ 「あり」を選択

申込み受付開始日 「20210601」を入力（もしくはカレンダーから選択）

申込み受付終了日 「20210715」を入力（もしくはカレンダーから選択）

予約商品フラグ 「予約商品」を選択

発送時期 「2021年９月上旬より順次発送」と入力

2021年９月に発送できる予約商品を、2021年６月～７月に交換申込みを受け付ける場合

2.1版更新



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル
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（イメージ画面）

リンク

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

３

４

５

６

７

商品カテゴリ・政策テーマを選択し
［決定］ボタンを押下すると表示される
項目が変わります



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル

2021/XX/XX現在

政策テーマを選択

～ 商品カテゴリ情報の選択
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・上記をプルダウンリストから選択します。

商品カテゴリと政策テーマを選択後、必ず［決定］ボタンを押下します。
選択の内容により、以降の入力項目が変わりますので、指定された項目の入力を行います。

登録を希望する商品が属する商品カテゴリ（大、中、小）を指定してください。

指定した商品カテゴリに合致する政策テーマを選択してください。
なお、政策テーマに応じて指定できる商品カテゴリは予め決まっています。
詳しくは、リンクから『商品カテゴリごとの政策テーマ一覧』をご確認ください。

編集中に商品カテゴリおよび政策テーマを変更した場合も、必ず再度［決定］ボタンを押してください。

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

各入力項目について

必ず［決定］ボタンを押下

５３

６

７

HP
カタログ

（予定）

45 商品カテゴリ情報 ◆ 大カテゴリ プルダウンリストから選択 ● ○ ○

46 ◆ 中カテゴリ ↑ ● ○ ○

47 ◆ 小カテゴリ ↑ ● ○ ○

48 ◆ 政策テーマ ↑ ● ○ ○ ○

公表項目 納品
依頼

データ
No セクション名 詳　細

必須
項目

編集
可否

項目名

◆がつく項目は、「登録完了」後の

再編集時に事務局による再審査が必要



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル
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・選択した商品カテゴリに応じて入力項目が変更し、表示されます。
・表示された項目に必要な情報を入力します。

（イメージ画面）

＜設置工事費＞
設置工事が必要な商品の場合のみ、
プルダウンリストから①②の
いずれかを選択します。
工事の必要がない商品の場合は、
いずれも選択する必要はありません。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

商品カテゴリ・政策テーマを選択し
［決定］ボタンを押下すると表示される
項目が変わります



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル
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JANコードは主に家電カテゴリの商品で入力ができる項目です。半角数字のみ入力することができます。
商品検索ページで、同一のJANコード商品の価格比較を表示するために利用されます。
家電類でJANコードがない商品は登録できません。
なお、セット商品の場合などのJANコードは、セット商品そのものに付番されているJANコードか、
セット商品のうち、代表する商品のJANコード1点のみを入力してください。

以下の項目は、選択した商品カテゴリに応じて項目の表示／非表示が異なります。

付随して工事費が必要となる商品は、以下のいずれかの方法で提供することができます。
・ 全国一律での工事費の場合は、工事費を含めたポイント数を設定できます。

ただし、工事費は商品本体の価格を下回ることとします。
（※上記表中では、「②交換ポイント数に含む」を選択）

・ 地域や設置状況により工事費が変わる場合、商品代金のみのポイント数を設定できます。
なお、登録にあたっては、商品説明に「工事費別」と明記し、「目安となる工事費」を必ず
記載してください。（工事事業者の指定がある場合も必ず明記してください。）

（※上記表中では、「①別途、支払いが必要」を選択）

各入力項目について

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

対象カテゴリ HP
カタログ

（予定）

49 商品 家電類 ＪＡＮコード ＪＡＮコードを入力　※価格の比較に利用されます ● ○ ○

50
詳細情報 食料品、

飲料等以外
設置工事費

設置工事が必要な商品の場合のみいずれかを選択
 ①別途、支払いが必要　②交換ポイント数に含む

○ ○ ○

51 サイズ サイズを入力 ○ ○

52 カラー 色を入力 ○ ○

53 素材 素材を入力 ○ ○

54 内容量 （食品系）内容量を入力 ● ○ ○

55 アレルギー表示
（食品系）アレルゲンの表示を入力
※ない場合は「なし」と入力

● ○ ○

56 消費期限
（食品系）消費期限を入力
※賞味期限の場合はその旨「賞味期限○日」と入力

● ○ ○

57 保存方法 （食品系）保存に関しての情報を入力 ● ○ ○ ○

58
食料品、
飲料等以外

スペック・仕様 商品のスペックや細かな仕様を入力 ○ ○

59 都道府県 政策テーマ「地域振興」の場合のみ必須 ● ○ ○

60 市区町村 政策テーマ「地域振興」の場合のみ（任意） ○ ○

No セクション名 項目名 詳　細
必須
項目

編集
可否

納品

依頼

データ

食料品、
飲料等以外

食料品、
飲料等

政策テーマ
「地域振興」

公表項目
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HP
カタログ

（予定）

61 商品詳細情報 ◆ 要件選択(新たな日常) プルダウンリストから選択 ● ○ ○

62 ◆ 適合理由(新たな日常) 必要事項を入力 ○ ○ ○

63 ◆ 要件選択(省エネ・環境配慮) プルダウンリストから選択 ● ○ ○

64 ◆ 適合理由(省エネ・環境配慮) 必要事項を入力 ○ ○ ○

65 ◆ 要件選択(防災) プルダウンリストから選択 ● ○ ○

66 ◆ 適合理由(防災) 必要事項を入力 ○ ○ ○

67 ◆ 要件選択(健康) プルダウンリストから選択 ● ○ ○

68 ◆ 適合理由(健康) 必要事項を入力 ○ ○ ○

69 ◆ 適合理由(家事負担軽減) 必要事項を入力 ● ○ ○

70 ◆ 要件選択(子育て) プルダウンリストから選択 ● ○ ○

71 ◆ 適合理由(子育て) 必要事項を入力 ○ ○ ○

72 ◆ 要件選択(地域振興) プルダウンリストから選択 ● ○ ○

73 ◆ 適合理由(地域振興) 必要事項を入力 ○ ○ ○

公表項目 納品
依頼

データ
No セクション名 詳　細

必須
項目

編集
可否

項目名

◆がつく項目は、「登録完了」後の

再編集時に事務局による再審査が必要

57

［第６章］交換商品マスタの編集

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

各入力項目について

８

商品カテゴリ・政策テーマを選択し
［決定］ボタンを押下すると表示される
項目が変わります

政策テーマごとの要件選択6.2.3

⑧
これまでの全てが入力されていることを確認し、
「登録」を押下
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・以下の項目は、選択した政策テーマに応じて項目の表示／非表示が異なります。
選択した政策テーマごとに必要項目を入力してください。

次ページ：商品登録についての注意事項 参照

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

政策テーマ
要件
種別

該当する要件（選択） 適合理由欄への入力内容 添付書類

新たな日常
一般 事務局が公表する「商品例」に含まれる 該当する商品例を明記

一般
その他提案商品
（政策テーマへの適合を必ず明示すること）

適合する根拠を明示すること

省エネ・
環境配慮 追加

【追加要件】省エネラベリング制度100％超
（家電、照明等が対象）

（入力不要）

追加
【追加要件】エコマーク認定
（家電、照明、寝具等が対象）

（入力不要）

追加
【追加要件】国際エネルギースタープログラム適合
（パソコン等が対象）

（入力不要）

一般
事務局が公表する「商品例」に含まれる
（上記、追加要件が設定された商品は選択不可）

該当する商品例を明記

一般
その他提案商品
（政策テーマへの適合する根拠を必ず明示すること）

適合する根拠を明示すること

防災
追加

【追加要件】防炎ラベル取得
（寝具、カーテン等で選択可）

「商品例」に挙げる商品名称を記載

一般
事務局が公表する「商品例」に含まれる
（上記、追加要件が設定された商品は選択不可）

該当する商品例を明記

一般
その他提案商品
（政策テーマへの適合を必ず明示すること）

適合する根拠を明示すること

健康
追加

【追加要件】特定保健用食品
（食品に限り選択可）

消費者庁からの許可番号を入力

追加
【追加要件】機能性表示食品
（食品に限り選択可）

消費者庁への届出番号を入力

追加
【追加要件】特定管理医療機器
（健康家電に限り選択可）

（入力不要）

一般
事務局が公表する「商品例」に含まれる
（上記、追加要件が設定された商品は選択不可）

該当する商品例を明記

一般
その他提案商品
（政策テーマへの適合を必ず明示すること）

適合する根拠を明示すること

家事負担軽減
一般

事務局が公表する「商品例」に含まれる
該当する商品例を明記

一般
その他提案商品
（政策テーマへの適合を必ず明示すること）

適合する根拠を明示すること

子育て
追加

【追加要件】ＳＴマーク
（玩具に限り選択可）

対象年齢を記載

追加
【追加要件】Ｃコード
（書籍類に限り選択可）

Ｃコードを入力

一般
事務局が公表する「商品例」に含まれる
（上記、追加要件が設定された商品は選択不可）

該当する商品例を明記

一般
その他提案商品
（政策テーマへの適合を必ず明示すること）

適合する根拠を明示すること

地域振興
追加 【追加要件】自治体推薦（※推薦状画像要添付） （入力不要） 推薦状画像

追加 【追加要件】Ｒ３年度のふるさと納税返礼品
該当ページのＵＲＬ
※アンテナショップで取り扱われてい
るのみの商品は不可

追加
【追加要件】生産団体（ＪＡ、ＪＦ等）がその地域の
代表的な畜産品、農作物、魚介類と紹介
（加工品は選択不可）

該当ページのＵＲＬ
WEBページが
ない場合のみ
画像添付

追加
【追加要件】国、自治体、地域広報（観光協会等）で
特産物・名産物と明示

該当ページのＵＲＬ

一般
【追加要件】その他、特産物・名産物として
一般に認知されている

適合する根拠を明示すること

選択項目はありません

適合理由欄に必要情報

を入力してください
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事務局が公表する「商品例」に追加要件が設定されている
カテゴリでは、当該要件を満たす商品を登録してください。

事務局が公表する「商品例」に含まれない商品は、外部委員会の意見を聞いた後での登録となりますので、
審査に時間を要することとなります。予めご了承ください。

『事務局が公表する「商品例」に含まれる』場合は
例示されている具体的商品名を入力してください
（参照：【別表】政策テーマにおける対象カテゴリと商品例）

商品例に含まれない『その他提案商品』は、
政策テーマに適合する根拠を必ず入力してください。
（主観的なコメントのみは不可。
客観的根拠が記された情報源（URLなど）も入力すること）

商品例

この中の具体的商品名を入力

政策テーマ 内 容

［共通］

・商品詳細欄で、過去の受賞履歴、最大級表現や、効能についての説明をする場合は、
その客観的根拠となるURL等を記載し、公表してください。

・共通除外要件に該当する商品については、商品例に該当するものでも対象となりません。
（腕時計を気圧計として登録するなど）

・設置工事等が必要でない商品は、「①別途、支払いが必要」「②交換ポイント数に含む」の
どちらも選択する必要はありません。

新たな日常
・医薬品など共通除外要件に該当する商品については、上記の通り対象となりません。
・効能についての説明をする場合は、その客観的根拠となるURL等を記載し公表してください。
詳細等について、追加で事務局から問い合わせる場合があります。

省エネ・
環境配慮

・追加要件として求める第三者認証（省エネラベリング制度、エコマークなど）の取得が必要です。
商品の一部の性能がそれらの基準を満たしているということをもって、第三者認証を取得している
として登録することはできません。

防災
・原則として、大カテゴリ「防災用品」は、災害発生時の被害の防止・抑制に資するもの、
大カテゴリ「避難用品」は災害発生時の生活手段の確保・維持等に資するものを対象としています。

健康
・中カテゴリ「福祉用具」は介護保険法で定める福祉用具貸与または福祉用具販売に該当するもの
を対象としています。

家事負担軽減
・一般的なインテリア・収納類は、原則として家事負担を軽減する目的として生産されたものとは
みなしません

子育て ・原則、子どもが利用することを目的に製作された商品であることが必要です。

地域振興

・「自治体推薦」「ふるさと納税の返礼品」以外を理由とする商品は登録完了に時間を要する場合が
あります。登録を希望する商品が「ふるさと納税の返礼品」として採用されている場合は、
それを根拠に商品の登録を行うと、比較的短時間で登録が完了することが予想されます。
※ただし、ふるさと納税の返礼品として採用されていることがわかるURL等の公表が必要です。
単にアンテナショップで取り扱われているだけの商品は対象となりません。

・地域広報（観光協会等）で紹介されていることを要件とする場合は、その根拠となる国、自治体、
観光協会等のウェブページで特産物・名産物と明示されていなければいけません。

・JA、JFなどの地域の生産団体のURLを根拠とする場合は、その地域の代表的な畜産品、農作物、
魚介類と紹介されていることが必要です（加工品の場合は、この要件を選択できません）

商品登録についての注意事項

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

政策テーマごとの注意事項

商品登録についての注意事項6.2.4
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・登録が成功し、審査ステータスが登録中になります。

以降、同様に２商品を追加登録し、３商品の登録を完了させる

→登録審査の申請（P64へ）

商品情報の登録後に商品画像の添付が可能となります。
詳細は、P61の画像添付情報を確認
※添付方法は交換事業者マスタと同様

検索ボタンについて

で「戻る」を押すと、
交換商品マスタのＴＯＰに戻ります。

登録したばかりの商品を閲覧する
場合は、検索条件を入力して、
「検索」ボタンを押下します。

※登録された商品は、
「検索」されないと表示されません

下段のエリアに
検索結果として表示されます

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

商品マスタ6.2 交換商品マスタについて

９

９

条件を設定して「検索」を押下

登録後、審査を申請する前の商品
を検索する場合は、「登録中」に
チェック

⑨ 「戻る」を押下

９
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「①商品画像」は、「HP表示優先順位」を入力
することで、掲載順を指定することができます。
数値が最も小さい商品画像（一般的には「1」）
が、商品検索ページのサムネイル画像として
利用されます。

なお「登録完了」のあとも、商品画像の差し替え
は自由に行うことができます。
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商品を新規登録し、［登録］を押下し、当該商品の審査ステータスが「登録中」になると、商品画像の添付
が可能になります。申請者への情報提供の観点から原則として写真の掲載は行ってください。

本制度の交換商品紹介ページでは、画像の掲載スペースを２箇所設置する予定です。
そのため、いずれのスペースに掲載する画像かを検討し、「添付ファイル」を選択してください。

※1 画像登録時の制限です。当てはまらない場合はアップロードができません。
iPhone／iPad（iOS11以降）で撮影した写真を掲載する場合、写真の保存形式が
「HEIF」ファイルに設定されており添付できない場合があります。

※2 推奨される画像スペックです。該当しなくてもアップロードは可能です。
※3 カラーモードはCMYK形式ではなくRGB形式の画像を添付してください。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

商品マスタ6.3 交換商品マスタの編集（商品画像の添付）

交換商品マスタの編集（商品画像の添付）6.3

添付タイプ 入力内容
掲載可能

枚数
画像登録制限※1 推奨スペック※2

①商品画像
商品画像

として掲載
３枚

■画像サイズ
最大5MB／1ファイル
■画像ファイル形式
JPEG（.jpg)
もしくは

GIF（.gif）
■カラーモード
RGB形式※3

■解像度
72ピクセル／インチ
■寸法の最小値
200×200ピクセル以上
■寸法の最大値
2000×2000ピクセル以内
■寸法比
2:1または1:1を推奨

②商品フリーエリア
画像

商品説明スペース
に掲載

１枚

商品詳細ページイメージ

添付タイプ 添付内容

商品画像 商品画像として掲載されます。

商品フリーエリア画像 商品説明スペースに掲載されます。

商品画像

1 2 3

商品フリーエリア
画像

商品名
を反映

商品コード、必要ポイント数、
バリエーション情報などを反映

商品詳細欄を反映

その他、各種商品情報を反映
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・登録商品の詳細画面が表示されます。
・登録商品の「商品画像」等をアップロードしてください。

・「添付タイプ」から掲載する画像の種類を選択し、
「添付ファイル」を押下しファイルを追加します。

政策テーマ「地域振興」を選択した場合

政策テーマ「地域振興」を選択された商品は、「自治体の推
薦状」、または追加要件を明示するための
添付が必須となります。別途、添付書類欄が表示されるため、
対象画像をアップロードしてください。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

商品マスタ6.3 交換商品マスタの編集（商品画像の添付）

10

11

添付タイプ 添付内容

地域振興（推薦状） 追加要件「自治体推薦」を明示するため、推薦状を添付

地域振興（その他）
政策テーマ「地域振興」の追加要件を明示するため添付
例1：地域広報の掲載媒体→原則はURLを表示。URLがない場合のみ添付。

⑪

「添付タイプ」を選択
①「商品画像」、
②「商品フリーエリア画像」の選択により、
商品検索ページでの掲載位置が変わります

⑫

「HP表示優先順位」を入力
数値で「1」「2」「3」のいずれかを入力します。
数値が最も小さい商品画像（一般的には「1」）
が、商品検索ページのサムネイル画像として利用
されます。
※同じ数字を複数入力してしまった場合は、
数値が選択されていないと見做します。

⑬ 「ファイルを選択」を押下し、ファイルを選択

⑭ 「登録」を押下し、登録完了

⑩ 「追加」を押下

こちらの欄は地域振興の場合のみ表示されます。
必要に応じて利用してください。詳細は本ページ下部をご確認ください。

12

13

14

添付タイプが「商品画像」の場合のみ
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［第６章］交換商品マスタの編集

交換商品事業者として登録され、2021年６月以降に交換申込みが開始されると、交換商品事業者には事務局
から納品依頼データを連携することとなります。それらの納品依頼データには、交換申込みをした申請者の配
送先の情報に加えて、本章で登録している交換商品マスタの情報も含まれます。

詳細は、「交換商品事業者 運用マニュアル①（総則編）」にてご確認ください。

商品マスタ6.4 （参考）納品依頼データ案

（参考）納品依頼データ6.4

レイヤー NO 項目名(ヘッダ名) 備考

1 納品依頼番号
「V（ブイ）」+10桁の固有の番号
※申請者からの問い合わせを
　受ける際などに利用

2 納品依頼日
納品依頼データがCSVデータとして交換
商品事業者に連携された日付

3 商品コード 納品依頼された商品の情報

4 商品名 ↑

5 交換ポイント ↑

6 氏名(姓） 申請者の情報

7 氏名(名） ↑

8 氏名カナ（姓） ↑

9 氏名カナ（名） ↑

10 生年月日 ↑

11
届け先情報(郵便番
号)

申請者が申請者現住所でない
配送先を指定した際の情報

12 届け先情報(住所) ↑

13
届け先情報(住所カ
ナ)

↑

14
届け先情報(住所その
他)

↑

15 気付 ↑

16
指定配送先電話番号
（固定）

↑

17
指定配送先電話番号
（携帯）

↑

18 配達希望時間帯
申請者が商品を受け取りやすい
時間帯の情報

19
申請者現住所情報(郵
便番号)

申請者の現住所情報

20
申請者現住所情報(住
所)

↑

21
申請者現住所情報(住
所カナ)

↑

22
申請者現住所情報(住
所その他)

↑

23
申請者連絡先電話番
号（固定）

↑

24
申請者連絡先電話番
号（携帯）

↑

25 メールアドレス
※メールアドレスの有無で交換商品事
業者の通知等の対応が異なる

26 個人ＩＤ 申請者ごとに固有で付番されるID

27 申請No 申請ごとに固有で付番されるID

28 フラグ1 事務局からの連絡用（予備用）

29 フラグ2 ↑

30 フラグ3 ↑

31 フラグ4 ↑

32 フラグ5 ↑

希望商品
情報

申請者
情報

指定
配送先

申請者
情報

事務局
連絡欄

納品依頼
情報

レイヤー NO 項目名(ヘッダ名) 備考

33 事業者コード 事業者マスタの情報

34 交換事業者名 ↑

35 交換事業者　住所 ↑

36
交換事業者　担当者
①　電話番号①

↑

37
事業者向け商品コー
ド

商品マスタの情報

38 その他事業者項目1 ↑

39 その他事業者項目2 ↑

40 その他事業者項目3 ↑

41 その他事業者項目4 ↑

42 その他事業者項目5 ↑

43 製品取り纏めコード ↑

44
バリエーション1
　名称

↑

45
バリエーション1
　項目値

↑

46
バリエーション2
　名称

↑

47
バリエーション2
　項目値

↑

48
バリエーション3
　名称

↑

49
バリエーション3
　項目値

↑

50
設置工事費（エアコ
ン、ストーブ等）

↑

51 配送方法 ↑

52 配送会社

53
その他配送会社
・工事会社名称

54
その他配送状況確認
URL

55
その他配送状況確認
TEL

56 伝票番号

57
納品日または工事完
了日

58 事業者用備考

交換商品事業者への
納品依頼の時点では空白

※納品完了報告を行う際に、
　交換商品事業者が入力

商品
マスタ

納品
完了報告

事業者
マスタ
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アカウント発行

交換商品事業者登録までの手続き

交換商品事業者ポータルへのログイン

交換事業者マスタの編集

交換商品マスタの編集

登録申請

登録完了

登録審査の申請

第７章

登録申請本章

本章の作業の流れ

事務局の審査待ち

交換事業者マスタのTOPページへ移動

［登録完了］ボタンを押す

交換商品事業者登録申請書の出力

代表者によるチェック記入代表印押印

［登録申請］ボタンを押す

交換商品事業者登録申請書のアップロード



アカウント発行 ログイン 事業者マスタ 商品マスタ 登録申請 登録完了

交換商品事業者 登録マニュアル

65

［第７章］登録審査の申請

交換事業者マスタ、交換商品マスタ（３商品）に必要情報が正しく登録・保存されると、
交換事業者マスタのTOP画面から事務局に登録審査を申請できます。

ポータル上で審査を申請しただけでは、登録は完了しません。
必ず『グリーン住宅ポイント制度 交換商品事業者登録申請書』（要自筆・押印）をポータルを通じ
て提出してください。なお、本申請書を提出することで、『交換商品事業者登録規約』および『商品
交換ガイドライン』に従って交換商品を行うことに同意したことになります。

登録申請7.1 登録審査の申請

登録審査の申請フロー7.1

登録審査の申請フロー

・交換商品マスタ ：審査を申請する３商品の登録を完了する

本章の作業の流れ

交換商品マスタ

・交換事業者マスタ画面へ移動

交換事業者マスタ

・事務局による審査に入ります事務局の審査待ち

交換事業者マスタのTOPページへ移動

［登録完了］ボタンを押す

交換商品事業者登録申請書の出力

代表者によるチェック記入代表印押印

交換商品（３商品）の登録作業終了

・審査を完了する ：「登録完了」ボタンを押下

・登録申請書出力 ：「交換商品事業者登録申請書 出力」
ボタンを押下

・自筆・押印 ：「交換商品事業者登録申請書」を出力し、
代表者による自筆で必要事項を記入し、
代表印を押印

・画像データ準備 ：必要事項の記入、代表印の押印が済んだ
登録申請書をスキャンし画像データ化
（ＰＤＦやＪＰＥＧなど）

・登録申請 ：「登録申請」ボタンを押下し、登録申請の完了

交換商品事業者登録申請書のアップロード ・登録申請書の ：「交換商品事業者登録申請書 アップロード」
アップロード ボタンを押下し、登録申請書をアップ

［登録申請］ボタンを押す
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［第７章］登録審査の申請

・ポータルにログインして交換事業者マスタ画面を開きます。
・交換商品を３商品登録後、交換事業者マスタの一覧画面に「登録完了」ボタンが表示されています。

・確認メッセージが表示されます。

・処理が正常に進行した場合、「交換商品事業者登録申請書」
の提出についての案内が表示されます。

登録申請7.2 登録審査の申請（交換事業者マスタ）

登録審査の申請（交換事業者マスタ）7.2

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

１

３

・処理が正常に完了した場合、以下のボタンが表示され、
審査ステータスが「登録申請書提出待ち」に変更されます。
「交換商品事業者登録申請書 出力」
「交換商品事業者登録申請書 アップロード」

① 「登録完了」を押下

② 「ＯＫ」を押下

③ 「ＯＫ」を押下

ボタンが表示されていない場合は、交換事業者
マスタや公表情報に未入力情報があります。
３商品の登録も含め、再度ご確認ください。

２

E1234 商品交換株式会社

E1234 商品交換株式会社
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［第７章］登録審査の申請

審査の申請に必要な情報の登録が完了していない場合等、
エラーメッセージが表示され処理が正常に完了しません。

事務局までメールでご連絡ください。
なお、メールのタイトルは必ず、以下の通りとしてください。

メールアドレス ： item3@greenpt.jp

メールタイトル ： 【事業者コード：事業者名】申請取下げ依頼

※手続きには一定のお時間がかかります。予めご了承ください。

登録申請7.2 登録審査の申請（交換事業者マスタ）

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

エラーメッセージについて

誤って審査を申請してしまった場合

登録した交換商品が３商品ではない

・不足する商品の登録を完了し、
再度、審査の申請を行ってください。

既に同じ法人番号が登録されている

既に同じ法人番号で交換商品事業者としての登録が完了しています。申請前に、必ず社内で確認を行ってください。
（異なる担当者からの複数申請は受付けません）
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［第７章］登録審査の申請

・「交換商品事業者登録申請書 出力」ボタンを押下します。

代表印

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

登録申請7.3 交換商品事業者登録申請書の出力・提出

交換商品事業者登録申請書の出力・提出7.3

① 「交換商品事業者登録申請書 出力」を押下

チェックボックス、日付、押印がない
申請書の受付は行いません。

なお、本申請書を提出することで、
『交換商品事業者登録規約』および
『商品交換ガイドライン』に従い商品交換を行
うことに同意したことになります。

代表者および法務・経理部門が必ず内容を確認
した上で申請書を提出してください。

ご確認ください

商品交換株式会社

●▲県●●市●●町１－１－１ ●●ビル

住宅 太郎

000000000000

ポータルの登録内容
が自動反映されます

③
代表者による「登録規約」「ガイドライン」その
他マニュアルの内容確認の上、自筆でチェック
マークを記入

④ 申請書の提出日を記入

⑤ 登録内容を含め全体を確認し、代表印を押印

⑥
上記に記入・押印された申請書をスキャンし、
画像データを準備

３

４

５

E1234 商品交換株式会社

１

②
出力確認画面で「印刷」を実施
※利用環境により表示が異なる場合があります。
（画面例はGoogle Chrome）

・「交換商品事業者登録申請書」がPDF形式で出力されます。
ファイルを印刷してください。
※必要に応じ、ダウンロードしてください。

スキャンして画像データを準備
（PDF、JPEG等の画像データ※５ＭＢまで）

６
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［第７章］登録審査の申請

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

登録申請7.3 交換商品事業者登録申請書の出力・提出

・「交換商品事業者登録申請書 アップロード」ボタンを
押下します。 ⑦

「交換商品事業者登録申請書 アップロード」
を押下

７

E1234 商品交換株式会社

000000000000

・「編集」ボタンを押下します。
⑧ 「編集」を押下

８

E1234 商品交換株式会社

000000000000

９

10

⑨
「ファイルを選択」を押下し、
登録申請書ＰＤＦをアップロード

⑩
アップロードファイルが正しいことを確認し、
「保存」を押下

アップロードすると以下のように表示が変わります

アップロードしたファイル名が表示
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［第７章］登録審査の申請

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

登録申請7.3 交換商品事業者登録申請書の出力・提出

E1234 商品交換株式会社

000000000000

・「交換商品事業者登録申請書 アップロード」ボタンを
押下します。

⑪
登録申請書がアップロードされていることを
確認し、「登録申請」を押下

⑫
確認ウインドウが表示されるため、
確認の上で「ＯＫ」を押下

11

12

E1234 商品交換株式会社

000000000000

・交換商品事業者登録申請書の提出が完了し、審査ステータスが「審査中」となります。

以上で交換商品事業者・交換商品の登録申請が完了し、
申請内容の事務局確認が開始となります。

登録申請にあたり、自社の審査ステータスが「審査中」に変わったかを必ずご確認ください。
事務局では「登録申請書提出待ち」の事業者に対して状況確認の連絡は行いかねます。何卒ご了承ください。
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交換商品事業者 登録マニュアル

アカウント発行

交換商品事業者登録までの手続き

交換商品事業者ポータルへのログイン

交換事業者マスタの編集

交換商品マスタの編集

登録申請

登録完了

登録審査の申請（却下・不備）

登録申請

第８章

本章の作業の流れ

本章では、事務局での審査の結果、「却下」
または「不備・要確認」のステータスとなっ
た場合の手続きについて説明します。

審査結果はメールで通知されます。
以下のドメインからのメールの
受信許可を必ず行ってください。

@greenpt.jp
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［第８章］登録審査の申請（却下・不備）

事務局の審査の結果、交換事業者または交換商品として要件を満たさない、不適切であると判断した
場合、それぞれ却下を行うことがあります。
また、登録情報に訂正や確認が必要な事項がある場合、不備・要確認として取り扱われます。

必要に応じて訂正、確認結果の報告または申請の取り下げを行ってください。

登録申請8.1 却下・不備があった場合のフロー

却下・不備があった場合のフロー8.1

本章の作業の流れ

交
換
事
業
者
マ
ス
タ

詳細画面で「編集」

再申請＝「審査を申請する」ボタン

不備・要確認

不備通知メールの着信

不備通知メールの着信

交換事業者マスタ画面へ移動

不備該当項目を修正し「保存」

（※該当する場合）添付書類の変更

却下

交換商品事業者に登録されません

詳細画面で「編集」又は「取り下げ」

不備・要確認

交換商品マスタ画面へ移動

不備該当項目を修正し「保存」

（※該当する場合）商品画像の変更

（※該当する場合）添付書類の変更

却下

４商品目以降の別の商品の登録へ

交換商品に登録されません

新規登録手続

再申請（「審査を申請する」ボタン）

取り下げ

交換事業者マスタ・交換商品マスタともに、
再申請を行った場合、「交換商品事業者 登録申請書」の再提出は原則不要
※書類上の不備があった場合等を除く
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［第８章］登録審査の申請（却下・不備）

・「事務局コメント欄」に不備内容が記載されるため、
「編集」ボタンを押下して、不備の内容に沿って修正
を行ってください。

・審査ステータスが「不備・要確認」と表示されます。

・修正を行ったら、最後に「保存」ボタンを押下します。

・担当者①のメールアドレス宛に、システムから「不備・要確認」事項があることをお知らせするメールが自動で配信
されます。メールに従い、ポータルにログインして内容を確認してください。
（迷惑メールフォルダに入らないように予め設定を行ってください。）

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

登録申請8.2（交換事業者マスタ）不備・要確認事項があった場合

（交換事業者マスタ）不備・要確認事項があった場合8.2

① 「詳細」を押下

② 「編集」を押下

③ 「保存」を押下

１

２

事務局からの
不備指摘事項が表示されます

３
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・交換事業者マスタのトップ画面に戻り、
「審査を申請する」ボタンを押下します。

・処理が正常に完了した場合、「データの更新に成功しました。」と表示され、
審査ステータスが「審査中」に変更されます。
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［第８章］登録審査の申請（却下・不備）

添付書類に誤りがあった場合
※該当する場合のみ

・誤りのある添付書類をチェックして選択し、登録済み
の添付書類を「削除」します。

・新たに正規の添付書類を「追加」します。

画像の添付については、
P31の画像添付情報を確認

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

登録申請8.2（交換事業者マスタ）不備・要確認事項があった場合

④ 削除する添付書類にチェックを入れる

⑤
「削除」を押下
※不備のある書類を削除

⑥
「追加」を押下
※正規の書類をアップロード

⑦ 「審査を申請する」ボタンを押下

４

５６

７

E1234 商品交換株式会社
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［第８章］登録審査の申請（却下・不備）

・事務局コメント欄に表示された不備・要確認理由を確認し、
「編集」ボタンを押下します。

・商品の申請を取り下げる場合は「取り下げ」ボタンを押下。
（取り下げた商品は商品数に含みません。新たに商品登録可）

・担当者①のメールアドレス宛に、システムから「不備・要確認」事項があることをお知らせするメールが自動で配信
される。メールに従い、ポータルにログインして内容を確認してください。（迷惑メールフォルダに入らないように
予め設定を行ってください。）

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

登録申請8.3（交換商品マスタ）不備・要確認事項があった場合

（交換商品マスタ）不備・要確認事項があった場合8.3

④ 事務局コメントを確認し、「編集」を押下

注
商品の申請を取り下げる場合のみ、
「取り下げ」ボタンを押下

１

２

３

不備・要確認とされる事項は、
入力内容のほか、画像データの不備も対象となります。
事務局コメント欄にて詳細を表示しますので、
確認の上で修正してください。

・交換商品マスタより審査ステータス「不備・要確認」
をチェックして登録商品を検索します。

・登録商品の表示後、該当登録商品の「詳細」を押下します。

① 「不備・要確認」をチェック

② 「検索」を押下

③ 「詳細」を押下

４注

事務局からの
不備指摘事項が表示されます

E1234商品交換株式会社

E1234-0001
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［第８章］登録審査の申請（却下・不備）

・該当項目を修正し、「保存」ボタンを押下します。

商品画像／添付書類に誤りがあった場合
※該当する場合のみ

・誤りのある商品画像／添付書類をチェックして選択し、
登録済みの商品画像／添付書類を「削除」します。

・新たに正規の商品画像／添付書類を「追加」します。

画像の添付については、
P61～62の画像添付情報を確認

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

登録申請8.3（交換商品マスタ）不備・要確認事項があった場合

⑤ 「保存」を押下

⑥ 削除する商品画像／添付書類にチェックを入れる

⑦
「削除」を押下
※不備のある画像／書類を削除

⑧
「追加」を押下
※正規の画像／書類をアップロード

５

６

７８

７８

６

編集画面では、商品画像・添付書類の追加削除はできません。
内容の編集後は必ず「保存」を押して、編集画面を終了してか
ら、商品画像・添付書類の追加削除を行ってください。
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［第８章］登録審査の申請（却下・不備）

・処理が正常に完了した場合、「データの更新に成功しました」と表示されます。
・「審査を申請する」ボタンが表示されなくなり、審査ステータスが「審査中」に変更されます。

・交換商品マスタ詳細画面に戻り、修正内容が反映されて
いることを確認し「審査を申請する」ボタンを押下します。

・ポップアップの「ＯＫ」ボタンを押下します。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

登録申請8.3（交換商品マスタ）不備・要確認事項があった場合

⑨ 「審査を申請する」ボタンを押下

⑩ 「ＯＫ」を押下

９

10

E1234商品交換株式会社

E1234商品交換株式会社
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［第８章］登録審査の申請（却下・不備）

・担当者①のメールアドレス宛に、事務局から「却下」された商品があることをお知らせするメールが配信されます。
メールに従い、ポータルにログインして内容を確認してください。
（迷惑メールフォルダに入らないように予め設定を行ってください。）

・事務局コメント欄に却下理由が表示されるので、確認してください。
・却下された商品に変わる新しい交換商品の新規登録を行います。（P40以降を参照）

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

登録申請8.4（交換商品マスタ）却下された場合

（交換商品マスタ）却下された場合8.4

１

２

３

・審査ステータス「却下」をチェックして登録商品を検索します。
・登録商品が表示されたら、該当登録商品の「詳細」を押下します。

① 「却下」をチェック

② 「検索」を押下

③ 「詳細」を押下

却下となった理由は事務局コメント欄にて詳細を表示します。
なお、一度却下となった商品を再度編集することはできません。

編集および審査を申請するボタンは表示されません。

事務局からの不備理由が表示されます

E1234商品交換株式会社
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［第８章］登録審査の申請（却下・不備）

・審査を申請する３商品を選択し、「審査を申請する」
ボタンを押下します。

・ポップアップが表示されるため、「ＯＫ」を押下します。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

登録申請8.5（交換商品マスタ）審査の再申請

（交換商品マスタ）審査の再申請8.5

① 審査を申請する商品にチェック

② 「審査を申請する」ボタンを押下

③ 「ＯＫ」を押下

登録中

登録中

審査中

１

２

３

・「データの更新に成功しました」と表示され、対象商品の審査ステータスが「審査中」となります。

E1234-0001

E1234-0002

E1234-0003

不備・要確認

不備・要確認

不備・要確認

詳細ボタンから１商品ずつ
審査を申請することもできます
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交換商品事業者 登録マニュアル

アカウント発行

交換商品事業者登録までの手続き

交換商品事業者ポータルへのログイン

交換事業者マスタの編集

交換商品マスタの編集

登録申請

登録完了

交換商品事業者登録完了

第９章

登録完了

本章の作業の流れ

本章では、事務局での審査の結果、交換商品
事業者として「登録完了」となった場合につ
いて説明しています。

審査結果はメールで通知されます。
以下のドメインからのメールの
受信許可を必ず行ってください。

@greenpt.jp
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［第９章］交換商品事業者登録完了

登録申請書が事務局に到着後、事務局にて「交換事業者マスタ」「交換商品マスタ」の内容のチェックを
行います。登録申請書が到着し、内容に不備がないことを確認した上で、事務局は登録完了のご連絡をメー
ルにて行います。

※メールの宛先は「担当者①メールアドレス」となります。

件名: 【グリーン住宅ポイント】審査中のデータが承認されました
From: noreply@greenpt.jp
2021年XX月XX日 00:00

本文: 

商品交換株式会社 御中

グリーン住宅ポイント事務局です。

審査が完了し、交換商品事業者への登録が完了いたしました。
これより、追加の商品情報の申請が可能になります。

商品の追加登録・申請を行う場合はあらためて交換商品事業者ポータルへログインし
データの登録・申請を行ってください。

以上、ご対応の程を何卒よろしくお願いいたします。

----------------------------------------------------
グリーン住宅ポイント事務局
----------------------------------------------------
※このメールに関するお問い合わせは
交換商品事業者窓口［平日：9時～17時］
TEL 0570-000-674（通話料がかかります）
※IP電話からは042-303-1415（通話料がかかります）
----------------------------------------------------

上記のメールの到着の後、追加商品の登録が可能となります。
（登録完了前も「登録中」の状態で商品を作成することはできますが、「審査を申請する」ことはできません）

「登録完了」となると同時に、グリーン住宅ポイントの商品検索ページにて、
事業者情報および交換商品情報の公表が開始されます。

掲載イメージは開発中の画面です。実際とは異なる場合があります。

登録完了9.1 交換商品事業者の登録完了

交換商品事業者の登録完了9.1

（参考）登録完了・不備における事務局からのメール配信

対象マスタ 審査ステータス メール送付※ 送付先

交換事業者マスタ
不備・要確認 送付あり

担当者① メールアドレス
登録完了 送付あり

交換商品マスタ
不備・要確認 送付あり

登録完了 送付なし

※システムによる自動配信メールの送付するしないを制御できます。詳細は運用マニュアル②を参照。
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事務局への問い合わせ

第10章
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本制度では、質問の内容に応じて問い合わせの窓口が変わります。お問い合わせの際は、以下のルール
に従いご連絡ください。

交換商品事業者新規登録
・商品交換関連全般
のお問い合わせ

※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

item1@greenpt.jp
交換商品について
交換商品事業者への新規登録について
交換商品業務全般への質問

交換商品事業者ポータル
関連のお問い合わせ item3@greenpt.jp

アカウント発行手続きのエラー
ポータルログインエラー
登録情報の変更
審査申請の取り下げ依頼

メールでの問い合わせ

お電話での問い合わせ

メールでの回答には時間を要する場合があります。
必ずしも回答をお約束するものではありません。

交換商品全般について

交換商品事業者窓口
9：00～17：00（平日のみ）

0570-000-674
（IP電話、PHSからは042-303-1415）

通話料がかかります。
繋がりにくいことが予想されます。ご了承ください。

制度全般について

申請者向け窓口
9：00～17：00（土・日・祝日含む）

0570-550-744
（IP電話、PHSからは042-303-1414）

申請者向けの窓口です。
申請者への案内に
ご利用ください。

交換商品事業者ポータルに関するお問い合わせ（item3@greenpt.jp）は以下の質問を受け付けます。
メールタイトルは下記の指定のものを入力してください。

問い合わせ内容 指定メールタイトル（件名）
マニュアル関連ページ

※問い合わせ前に
ご確認ください

交換商品事業者ポータルの
アカウント発行依頼メール

の不着について
【事業者名】アカウント発行依頼メール不着

迷惑メールフォルダにも
ない場合は、もう一度最初から
発行依頼の手続きへ（P10）

交換商品事業者ポータルの
アカウント発行メール

の不着について
【事業者名】アカウント発行メール不着 P14

交換商品事業者ポータルに
ログインができない場合

【事業者コード：事業者名】ログイン不能 P21

アカウントＩＤ・
登録したメールアドレスを

忘れた場合
【事業者コード：事業者名】登録ID・アドレス不明

item3@greenpt.jpへ
お問い合わせください

事業者情報の変更
（法人名など）

【事業者コード：事業者名】事業者情報変更依頼
item3@greenpt.jpへ

お問い合わせください

審査申請の取り下げ
※事業者マスタおよび商品マ

スタで誤って「審査を申請す
る」ボタンを押した場合

【事業者コード：事業者名】申請取り下げ依頼 P21

［第10章］事務局への問い合わせ
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No 更新日 対象 種別 更新詳細

1 ─ 全体 新規 ・交換商品事業者 登録マニュアル 公表開始

2 2021/03/15 P34 更新 ・商品検索ページのイメージ更新

3 2021/03/15 P63 更新 ・納品依頼データ詳細更新

4 2021/04/30 P40 更新 ・商品マスタ「CSVダウンロード」ボタンの追加

5 2021/04/30 P61 更新 ・商品検索ページのイメージ更新

6 2021/05/25 P9 追加

・発送作業が委託先の場合でも、交換商品の発送元が交換商品事業者であることを
申請者が確認できる必要があることを追加
（少なくとも発送伝票上の送り主、同梱される納品書の発行者は
交換商品事業者であることが必要）

7 2021/09/13 P44 追加
・配送方法[No.15]の選択により、 [No.50：設置工事費] の入力が制限されること

を追加（「要設置工事」を選択の場合は、設置工事費の選択が必須）

8 2021/09/13 P56 追加
・JANコード[No.49]の入力が半角数字のみに制限されることと、セット商品の

場合などは、セット商品そのものか、代表商品に付番されているJANコードを
入力する必要があることを追加

9 2021/10/05
P44

P50～52
更新

・商品交換期限の延長に伴う日付修正

10 2022/01/06 P50～51 更新

・郵送による交換申込み対応

（１）商品マスタに『郵送交換申込み受付可能日』を新設

（２）配送方法が「大型配送」「要設置工事」で、
『申込み受付終了日』が「2022/01/15」で設定されている商品は、
『郵送交換申込み受付可能日』に「2022/01/31」を入力
※申請者向けの商品検索ページでは
『申込み受付終了日』を「2022/01/15」で表示

（３）『申込み受付終了日』が「2022/02/15」で設定されている商品は、
①『申込み受付終了日』を「2022/02/28」に修正
②『郵送交換申込み受付可能日』に「2022/02/28」を入力
※申請者向けの商品検索ページでは
『申込み受付終了日』を「2022/02/15」で表示

11 2022/01/06
P44

P50～51
更新

・配送方法「大型配送」「要取付工事」を選択時の申込み受付終了日の延長対応

最終の納品完了報告日までに確実に設置および納品完了報告ができる商品に限り、
申込み受付終了日を「2022/02/15」まで延長できることを追記

12 2022/02/04
P44

P51～52
更新 ・最終の納品完了報告日を2022年５月31日に延長

更新履歴

変更前 変更後

商品交換申込み期限 2022年１月15日 2022年２月15日

商品交換申込み期限
（大型配送・要設置工事）

2021年12月15日 2022年１月15日

納品完了報告期限 2022年２月15日 2022年３月15日




