令和 3 年
6 月版

グリーン住宅ポイント

第

1巻

本カタログは、令和 3 年 4月30日までに
登録された交換商品を基に編集しています。

申込み期限：令和

4 年 2 月 15 日まで

交 換 商 品 カタログ

グリーン住宅ポイント
「交換商品を探す」
ページへはコチラから

スマートフォンから
簡単に申込みできます！
・数万点の交換商品が検索可能
・在庫状況がすぐ確認できる

▲スマートフォンの方は
QR コードからアクセス
できます。

▶インターネットからの申込みは

・操作も簡単らくらく
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https://goods. greenpt. mlit. go. jp

とても
便 利

スマートフォンからの申込み

巻頭

スマートフォン
からアクセス

申込みまでの流れ

1 2 3

1

ログイン

1

2

ログイン
ポイント通知に記載された「個人ID」
「パスワード」を入力してログイン

スマートフォンからの申込み

「交換商品を探す」
ページ上部の
ログインを選択して

ログインをしなくても
交換商品を探すことが
できます。交換申込み
を行う際はログインが
必要となります。

あなたのアカウント
事務局ホームページの「交換商品を探す」
ページからログインしてください。

▲こちらの QR コードから

下記 2 - 1 の
「交換商品を探す」ページへ

1

ログインに必要な個人 I D およびパスワード
は ポ イ ン ト 発 行 時 に お 送 り する〈ポ イ ント
通知 〉に記載しています。
個人ID
パスワード

交換商品を探す

1 「カテゴリから探す」
を選択

2

交換商品のカテゴリ
を選択

の

この画面に

本人確認情報を入力し、
2 「確認メールを送信」
を選択
〓〓〓〓〓〓〓〓〓

3

交換商品の分類
を選択

●●件

入力したメールアドレス宛に
メールが送信されます

3

交換商品のタイプ
を選択

●●件

●●件

●●件

●●件

●●件

●●件

●●件

（●●件）

●●件

5

※パスワードは
大文字・小文字の
英数字で 8 文字
以上入力して
ください。

4

4

（●●件）

初回パスワード
変更を行う

変更したパスワード
は忘れないように
大切に保管して
ください。

最後にマイページ同意事項画面
の「同意する」にチェックを入れ
「ログイン」ボタンを押す

・ 2 - 1 ページ

が表示されます。
・次回以降は
今回設定したパス
ワードを入力して
ログインして
ください。

2

000000000
000000000

（●●件）

交換商品一覧の中から
欲しい商品を選択

〓〓〓〓〓〓〓〓〓
〓〓〓〓〓〓〓〓〓
〓〓〓〓〓〓〓〓〓
〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓
〓〓〓〓〓〓〓〓〓
〓〓〓〓〓〓〓〓〓
〓〓〓〓〓〓〓〓〓

000,000

000,000

〓〓〓〓〓〓〓〓〓

6

商品詳細が
表示されます

〓〓〓〓〓〓〓〓〓

000,000

〓〓〓〓〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓〓〓
在庫あり
〓〓〓〓〓〓〓〓〓

在庫数も
確認できます。

カタログからの申込みは次ページから

2

3

交換商品を探す

3

商品決定・申込み

を
1 「カートへ入れる」
選択し発送手続きへ
進む

2 「交換申込みに進む」
ボタンを押す

商品決定・申込み

申込み後の
流れ

マイページの機能に
ついて
▼マイページ画面

納品依頼
事務局から交換
商品事業者へ商品
の納品を依頼

1

2

〓〓〓〓〓
〓〓〓〓〓
〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓

00,000

3

受付通知

4

交換商品事業者
から交 換 申 込を
受 付 け たことを
通知

5

3

カートに入っている商品を確認
し、申込み内容に誤りがなければ
「商品を交換する」ボタンを押す

4

下記の画面が表示
されたら申込み完了

ログイン後マイページから以下の
機能が利用できます。

1 カート

商品交換の申込みはこちらからで
きます。

2 ポイント交換履歴

過去に交換の申込みを行った履歴の
一覧および配送状況が確認できます。

納品通知
交換商品事業者
から申請者に
商品の発送準備
が 整ったことを
通知

〓〓〓〓〓

3 お気に入り一覧

〓〓〓〓〓
〓〓〓〓〓

〓〓〓〓〓〓〓

お気に入りに登録した商品の一覧
および商品の詳細を確認すること
ができます。

4 交換商品事業者のレビュー

申込み完了後、
登録されたメールアドレス宛に
交換商品事業者より受付通知が届きます。
その後、商品の発送準備が整い次第、
納品通知が届きます。

交換が完了した申込みについて、交
換商品事業者への評価を行うことが
できます。また、各商品の過去の評
価も確認できます。

5 アカウント設定

アカウント情報の設定を行うこと
ができます。また、メールアドレス・
パスワードの変更のほか、現住所・
連 絡 先 の 変 更、配 送 先 に 指 定 す る
住所の登録 / 変更が可能です。

交換商品
事業者から
商品を発送

＊PC・タブレットも申込み手順は同様です。下記 URLから「交換商品を探す」ページにアクセスしてください。
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「商品交換の申込みをする際の注意事項」も必ずご確認ください。▶本カタログ 6 ページへ

3

カタログからの申込み
巻頭

交換商品カタログのご利用ガイド
カタログの構成

●
●

商品はページ内において左上からポイント数の低い順に掲載しています。
左右にカテゴリ名を記載したツメをカラーで表記しております。

ポイント

低

低

ポイント

ポイント

高

高

商品情報の見方：下記の 1 〜 6 を照合してご確認ください
商品コード

1

必要ポイント数

E1234-5678

2

5

6

3

3 アイコン
政策カテゴリー

○○○○○○○○○○○○○ の交換用ブラシ。電動歯
ブラシ機能を使用する際に使います。○○○○とは水の
力で歯の隙間汚れを落とす、電動ブラシ機能付きの口腔
洗浄器です。こちらのブラシノズルは電動歯ブラシの機
能を使うための交換用ノズルです。交換目安3ヶ月
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
6-A
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
（○○○○○○○○○○○）
6-B

新 「新たな日常」に資する商品 省

省エネ・環境配慮に優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

商品に関する注意

商品の情報は、全て交換商品事業者の申告に基づいて、
掲載しています。内容については、交換商品事業者に
直接ご確認ください。

●

1 当該商品固有のコード。商品の交換申込みで申告します。
2 商品の交換に必要なポイント数

pt

○○○○○○○○○○○○○○[○○○○○]
4 電動歯ブラシ機能付き口腔洗浄器
交換用ブラシノズル

未

E1234

事業名・サービス名（交換商品事業者名）

グリーン住宅サービス
（株式会社グリーンポイント）

E1234-5678

未成年交換不可

4 商品名

5 商品概要

6 事業・サービス名 交換商品事業者名
6-A 事業名・サービス名
6-B （交換商品事業者名）

事業者情報の記載例
事業者コード※

電話番号

00-0000-0000

対応時間

10時〜18時
（毎週木曜、12/28〜31は除く。お正月は17時まで対応）

※商品コードの頭の 5 桁が事業者コードです。

交換商品事業者の連絡先は、本カタログ P35 〜 40 を参照してください。

4

交換商品カタログもくじの全カテゴリ名順に表記しています︒

カタログからの申込み
︵交換商品カタログのご利用ガイド／商品交換申込書の記入方法︶

交換商品カタログもくじと連動して︑
該当カテゴリの項目名を色で大きく表記しています︒

ポイント

カタログからの申込み
商品交換申込書の記入方法
事務局指定の「商品交換申込書」または「商品交換申込ハガキ」に商品コード等の必要事項を記入し、
郵送することで商品交換の申込みをすることができます。
《本申込書の記入にあたっての注意事項》 ※記入の際に必ずお読みください。
（※ポイント発行を受けた方以外の申込みはできません。
）
ポイントの商品交換申込みは申請者本人のみ申込みできます。
商品はポイント発行申請書に記載の「申請者の現住所」に送付されます。
※インターネットからの商品交換申込みは配送先の指定ができます。

申込書に記名し、事務局へ提出することにより、事務局ホームページの「商品交換ガイドライン」および、
巻末の「商品交換申込書同意事項」に同意したこととなります。
原則、商品コードにより商品を特定します。コードに誤りがある場合、メモ欄を参考にする場合があります。
記入番号順に商品交換させていただきます。
納品依頼時に交換できない商品（①受付期間外・在庫切れ・年齢制限②記入間違え等により商品を特定できない
③ポイント不足等）が含まれていた場合、原則、当該商品以下に記入された商品の交換は行いません。
必ず、黒のボールペン（消えないペン）で記入してください。
申込書は、提出の前に控え（コピーやメモ等）をお手元に保管ください。
商品交換申込書 （巻末に掲載）
/

1 ページ
（別紙） 1
※記入欄が足りない場合は、
コピーしてご使用ください。

1

商品交換申込書

共通

1 総ページ数と該当の申込書が何ページ目にあたるかを記入してください

必ず次ページの
《本申込書の記入にあたっての注意事項》
を確認のうえ、
ご記入ください。

2
3

受付番号＊

氏

M

9

8

7

省エネ

名

6

5

4

3

2

X

生年月日

花子

2 受付番号を記入してください

＊ポイント通知に記載の受付番号をご記入ください。
明治

連絡先

58 年 7 月 5
03 ｰ 1111 ｰ ××××

大正

昭和

平成

窓口申請では受付証、郵送申請では通知物に記載されます。

日

3 申請者の情報を記入してください

事務局より連絡する場合がありますので、日中に連絡がとりやすい電話番号を記入してください。

ポイントの情報
商品交換の申込み期限は、
令和4年2月15日
（必着）
です。
以下に希望する商品を記入し、
商品の交換申込みを行ってください。

1 利用可能ポイント数

4 0 0 0 0 0

ポイント

4

（①受付期間外・在庫切れ・年齢制限②記入間違え等により商品を特定できない③ポイント
交換したい商品を上から順に記入します。 交換できない商品
不足等）が含まれていた場合、
当該商品以下に記入された商品の交換を行わないことを確認しました。
記入
番号

1
2
3
4
5
6
7
8

556X

（株）■■■

ポイント
商品名

ポイント
商品名

ポイント
商品名

10000
50000
100000

事業者名
事業・サービス名

●●セット

商品名

1 0 0 0 0 0

＋

1

1 0 0 0 0 0

△△用品

8000

数量

数量

＋

10

5 0 0 0 0

＋

5

4 0 0 0 0

▲▲▲▲詰め合わせ
90000

数量

＋

1

9 0 0 0 0

■■セット

＋

数量

商品名

ポイント

事業者名
事業・サービス名

数量

5000

ポイント

＋

2

数量

商品名

商品名

2 0 0 0 0

□□詰め合わせ

ポイント

ポイント

2

数量

○○○のグルメ

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

商品コード
メモ欄

記入
番号

5 4 3X

▲▲▲（株）

E3344

事業者名
事業・サービス名

56 7X

（株）●●

E9876

事業者名
事業・サービス名

商品コード
メモ欄

記入
番号

商品コード
メモ欄

記入
番号

222X

△△産業（株）

E1234

事業者名
事業・サービス名

111X

□□（株）

E2222

事業者名
事業・サービス名

商品コード
メモ欄

記入
番号

1 2 3X

（株）○○○

E1111

事業者名
事業・サービス名

商品コード
メモ欄

記入
番号

E0000

事業者名
事業・サービス名

商品コード
メモ欄

記入
番号

商品コード
メモ欄

5

記入の仕方

6

5 交換を希望する商品の［商品コード］、［ポイント数］、［数量］、［事業者名 /
事業・サービス名］、［商品名］を記入してください
6 ポイント× 数量を計算して記入してください

ポイント

7 申込みを行うすべての商品のポイント数を合計し、記入してください

ポイント

複数枚使用する場合は、最後の一枚に計算結果を記入してください。

ポイント

8 「 1 利用可能ポイント数」から「 2 合計利用ポイント数」を
引いて残りの利用可能ポイント数を記入してください

ポイント

複数枚使用する場合は、最後の一枚に計算結果を記入してください。

ポイント

※残りの利用可能ポイントがある場合、新しいポイント通知が届きます。

ポイント

＋

数量

ポイント

4 最新のポイント通知に記載された「利用可能ポイント数」を記入してください

商品交換申込ハガキについて

ポイント

商品名

5

2 合計利用ポイント数
3 商品交換後の利用可能ポイント数
（

1

当該ポイントは
− 2 ）※商品交換の申込み期限後、
失効します。

4 0 0 0 0 0

★
ポイント

7

0

★
ポイント

8

★複数枚使用する場合、
最後の一枚に計算結果を記入してください。

商品はおおむね、
申込みから1か月程度で発送されます。
（事業者が提供時期を予め公表しているものを除く）
一度にまとめて申込みを行うと同時期に届く場合がありますので、
収納場所等ご確認のうえ申込みください。
納品依頼時に交換できない商品が含まれていた場合、
再度送付されるポイント通知の内容に従い、
改めて交換申込みをしてください。

申請後、郵送されるポイント通知に付属の商品
交換申込ハガキでも、商品交換の申込みをする
ことができます。必ず切手を貼って申込みくだ
さい。※1度に交換できる商品は５つまでです。
商品交換申込ハガキ▶

20211005版

(事務局使用)

6

商品交換申込書 または商品交換申込ハガキ
記入後の流れ

私書箱へ郵送

納品依頼

納品通知

郵送先：〒115-8691
赤羽郵便局 私書箱 13 号
グリーン住宅ポイント
商品交換係

事務局から交換商品
事業者へ商品の納品
を依頼

交換商品事業者から
申請者に商品の発送
準備が整ったことを
電話にて通知

交換商品事業者から
商品を発送

5

商品交換の申込みをする際の注意事項
巻頭

商品交換にあたっては、「商品交換ガイドライン」を参照してください。（P41）

商 品交換の申込み

1

申込みの期限

商品交換ガイドライン 第4条3項 参照

商品交換の申込み期限は

令和４年 2 月 15 日です。
※郵送の場合、申込書必着

期限内に商品交換の申込みが行われない場合、残りの利用可能ポイントは失効します。
余裕を持って、交換申込みを行ってください。

商品交換の申込みをする際の注意事項

2

商品交換に必要なポイント数

商品交換ガイドライン 第4条2項 参照

交換商品事業者は、商品交換に必要なポイント数の情報を編集することができます。
必要ポイント数は、申込みが完了した時点で設定されている必要ポイント数で行われます。

〈申込み完了時点〉

（郵送）での申込みの場合
● カタログ
● インターネットでの申込みの場合

商品交換申込書が事務局に到着し、事務局により、
交換申込み登録（数日を要します）をした時点
【商品を交換する】ボタンを押した時点

※受付期間が設定された商品あるいは在庫数に限りのある商品を郵送で申込む場合、「申込み完了時点」でその在庫、期間が終了し、
交換申込みできないことがありますのでご注意ください。

3

保証等について

商品交換ガイドライン 第10条 参照

交換商品事業者は、本事業における自社の保証ルールを定めている場合があります。それらの情報は、
本事業の交換商品事業者のページにて確認していただくか、各交換商品事業者に電話でお問い合わせください。

交換商品の発送

4

発送時期について

商品交換ガイドライン 第7条1項 参照

商品は概ね申込みから１ヵ月程度で発送されます。（交換商品事業者が提供時期を予め公表しているものを除く）
一度にまとめて申込みを行うと同時期に届く場合がありますので、収納場所等ご確認の上、お申込みください。

5

配送先の変更および指定について

商品交換ガイドライン 第4条1項 参照

商品交換申込書により商品交換の申込みを行う場合、指定配送先はポイント発行申請時に登録した申請者の
所在地以外を指定することができません。引っ越し等により、申請時に登録した住所を変更する場合、
必ずグリーン住宅ポイント事務局にご連絡ください。

6

納品通知について

商品交換ガイドライン 第6条3、4項 参照

交換商品の発送準備が整った場合、交換商品事業者から納品時期、発送方法、発送状況の追跡に必要な
伝票番号等がメール・電話等で通知されます。

7

交換商品の納品が難しい場合

商品交換ガイドライン 第11条 参照

申込みを受けた交換商品がやむを得ない理由により準備できない場合、交換商品事業者から納品時期の変更や
代替商品等についての協議を依頼されることがあります。

各交換商品の詳細、発送時期、到着商品に不備があった場合などのお問い合わせは
各交換商品事業者へご連絡ください。（交換商品事業者の一覧は P35）
6

巻頭

グリーン住宅ポイント

スマートフォンからの申込み
交換商品カタログのご利用ガイド

4

商品交換申込書の記入方法

5
6

P11 〜 14

雑貨・
日用品

商品交換の申込みをする際の注意事項

P8 〜 11

インテリア

カタログからの
申込み

2

P2 〜 7

家電

交 換 商 品 カタログもくじ

グリーン住宅ポイントで交換できる商品の一覧を次ページより掲載しています。
「家電」
、
「インテリア」
、
「雑貨・日用品」
、
「地場産品」
、
「食料品・飲料」
、

地場産品

P14 〜 21

「スポーツ・健康増進」
、
「福祉・介護用品」
、
「防災・避難用品」
、
「ベビー・キッズ用品」と
9 つのカテゴリに分類されていますので、
それぞれの項目から目的に合った商品をお探しください。

交換商品一覧

7
8

2

インテリア

新 省 防 地

11

3

雑貨・日用品

新 家

14

4

地場産品

地

21

5

食料品・飲料

6

スポーツ・健康増進

7

福祉・介護用品

健

32

8

防災・避難用品

防

32

9

ベビー・キッズ用品

子

肉類／魚介類／米類等／飲料・酒類／その他食料品

健 地

22

新 健

31

P22 〜 31

P31 〜 32

P32

防災・
避難用品

新 省 健 家

福祉・
介護用品

家電

スポーツ・
健康増進

1

食料品・
飲料

P21 〜 22

P32 〜 33

P35 〜 40

参考資料／
巻末

巻末「商品交換申込書
（別紙）」書式

41

交換商品
事業者一覧

［参考資料］グリーン住宅ポイント 商品交換ガイドライン

35

ベビー・
キッズ用品

交換商品事業者一覧

33

P33 〜 34

P41 〜

7

https://goods.greenpt.mlit.go.jp

掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
家電

商品コード

必要ポイント数

800

E9132-0001

商品コード

pt

ジェットウォッシャー BVRES[ビブレス]
口腔洗浄器 交換用フロスノズル

ジェットウォッシャー BVRES の交換用ブラシ。電動歯
ブラシ機能を使用する際に使います。ビブレスとは水の
力で歯の隙間汚れを落とす、電動ブラシ機能付きの口腔
洗浄器です。こちらのブラシノズルは電動歯ブラシの機
能を使うための交換用ノズルです。交換目安3ヶ月

ジェットウォッシャービブレスの交換用フロスノズル
ビブレスとは水の力で歯の隙間汚れを落とす、電動ブラ
シ機能付きの口腔洗浄器です。こちらのフロスノズルは
ジェットウォッシャーの機能を使うための交換用ノズル
です。交換目安3〜6ヶ月

小売、通信販売事業
（株式会社エスフォーアール）
商品コード

必要ポイント数

3,000 pt

E4309-0006

商品コード

小売、通信販売事業
（株式会社エスフォーアール）

必要ポイント数

商品コード

4,900 pt

E3035-0002

卓上で気軽に使用できるコンパクトフライヤー！温度調 【市販のヨーグルトが10倍に増える！】ヨーグルト & 甘
整がダイヤル式でできるから最適な温度でカラッと揚が 酒発酵メーカー毎日食べることで、健康生活。ヨーグルト、
る！おひとり様用や少人数の串揚げパーティーにもオス 甘酒、塩こうじなど家族の健康に役立つ「菌活生活」を始
スメの商品です！消費電力：600W 製品サイズ：約18× めませんか？市販の牛乳と種菌
（ヨーグルト）
を混ぜてセッ
17×17cm 製品重量：約690g
トするだけ。簡単に美味しく10倍にヨーグルトを増や
せます。牛乳パックをそのまま使える。
幹事さんの味方！景品パーク！
（株式会社ディースタイル）
商品コード

インターネット通販
（株式会社シバデン）

必要ポイント数

11,000

E9132-0002

pt

歯の健康を作る ジェットウォッシャー BVRES [ビ
ブレス] 水の力で歯の隙間汚れを落とす、電動歯
ブラシ機能付き口腔洗浄器

BVRES（ビブレス）とは水の力で歯の隙間汚れを落とし、
歯茎を健康に保つ口腔洗浄器。従来のジェットウォッ
シャーと比べて「コンパクトで軽い」
、
「お手入れが簡単」
、
「電動歯ブラシ機能付き」BVRES は健康の基礎となる歯
の健康を作ります。カラー / ホワイト

商品コード

超薄型 チェリー木目調
LEDシーリングライト 6〜12畳用
調光調色タイマー付き

E8345-0005

適 用 畳 数 畳：12 畳 用 ( リ モ コ ン 付 き ) サ イ ズ：
450*45mm 消費電力：36W( 待機時1W) 明るさ：電球
色4900lm<-> 昼光色5000lm 調光調色：100% 〜約5%
10段階 おやすみタイマー
（10分 ,30分 ,60分 ) 常夜灯機
能 フリッカーフリー ( ちらつかない ) 高演色
ビームテックグリーン住宅ポイント交換
（株式会社ビームテック）

商品コード

必要ポイント数

商品コード

11,000 pt

E8113-0002

CANONインクカートリッジ6色パック
（顔料ブラック/染料ブラック/シアン/マゼンタ
/イエロー/グレー）

● 対 応 機 種：PIXUS TS8430, PIXUS TS8330, PIXUS
TS8230, PIXUS TS8130●写真用紙（L 判）30枚付き●
サイズ：約5cm ×14cm ×11cm
（300g）

商品コード

11,000 pt

CANONインクカートリッジ5色パック
（顔料ブラック/染料ブラック/シアン/マゼンタ
/イエロー）BCI-381+380/5MP

●対応機種：TS8430,TS8330,TS8230,TS8130,TS74
30,TS7330,TS6330,TS6230,TS6130,TR9530,TR8
630,TR8530,TR7530,TR703●写真用紙（L 判）30枚付
き●サイズ：約5cm ×14cm ×11cm
（290g）

商品販売
（株式会社シンプルプラス）

必要ポイント数

E3035-0012

必要ポイント数

E8345-0004

●仕様・粉の容量：1斤 (280g)、色彩：ホワイト・レッド、
電源：AC100V・定格消費電力：約430W(ジャムメニュー
時 )・電源コード長：約1.2m・安全装置：温度ヒューズ・サ
イズ：幅25×奥33×高27.5cm・製品質量：約3.8kg

MKeLIFE 公式オンラインショップ
（エムケー精工株式会社）

12,000 pt

11,000 pt

超薄型 ウォルナット木目調
LEDシーリングライト 6〜12畳用
調光調色タイマー付き

【容量】2TB【インターフェース】USB 3.2(Gen1)/USB
3.1(Gen1)/3.0/2.0
【端子数】
1
【端子形状】
Micro-B
【ファ
イルシステム】NTFS【電源】AC100V 50/60Hz【最大消
費電力】18W【外形寸法（幅×高さ×奥行）
】114×33×
171mm

必要ポイント数

必要ポイント数

E3822-0023

パソコン&テレビ録画用 外付けHDD 2TB

ビームテックグリーン住宅ポイント交換
（株式会社ビームテック）
商品コード

11,000

【エムケー精工】
ホームベーカリー
「ふっくらパン屋さん」1斤タイプ

適 用 畳 数 畳：12 畳 用 ( リ モ コ ン 付 き ) サ イ ズ：
450*45mm 消費電力：36W( 待機時1W) 明るさ：電球
色4900lm<-> 昼光色5000lm 調光調色：100% 〜約5%
10段階 おやすみタイマー
（10分 ,30分 ,60分 ) 常夜灯機
能 フリッカーフリー ( ちらつかない ) 高演色

テ レ ビ の 音 声 を 手 元 で 聴 け る ス ピ ー カ ー。付 属 の
Bluetooth 送信機でテレビの音声をワイヤレスで楽し
めます。送信機をテレビに繋げるだけの簡単接続。通常
より長い約5m のケーブルで、有線でも手元で音声を聴
くことも可能です。セット：送信機、アダプター、充電ケー
ブル、オーディオケーブル

商品コード

pt

ひかりイチ
（株式会社ひかり市）

11,000 pt

E3822-0022

【ライソン】
テレビ用ワイヤレススピーカー
(本体サイズ：約W21×D4×H13.5cm
約660g 送信機付き)

必要ポイント数

E9819-0003

必要ポイント数

8,200 pt

家電製品の企画、卸
（ライソン株式会社）

商品コード

小売、通信販売事業
（株式会社エスフォーアール）

必要ポイント数

E6587-0023

ヨーグルト&甘酒メーカー
（1L容器、計量カップ、スプーン付属）
サイズ 約幅130×奥135×高280mm

（D-STYLIST）
おひとり様
卓上コンパクトフライヤー ブラック

800 pt

E9132-0003

ジェットウォッシャー BVRES[ビブレス]
電動歯ブラシ機能付き口腔洗浄器
交換用ブラシノズル

家電

必要ポイント数

13,000 pt

商品コード

E6196-0001

必要ポイント数

13,000 pt

コンパクト・ホットプレート
（たこ焼きプレート付）
空気清浄機 ファンディファイン ヘパ
消費電力：1200W / サイズ：幅36.5×奥行22.5
（カラー：ホワイト）
（サイズ：41×14×43cm）
×高さ15cm

一台あると便利なコンパクトで使いやすいホットプレー
ト / ・焼肉・焼きそば・お好み焼き・パンケーキ・たこ焼き・
アヒージョ / 焼肉プレート、たこ焼きプレートは着脱式
でお手入れも簡単 / 家族団らんの時間をさらに充実さ
せませんか？
（焼肉プレート、たこ焼きプレート、シリコ
ンヘラ付）

商品販売
（株式会社シンプルプラス）

インターネット通販
（株式会社シバデン）

HEPA フィルター採用 & 余裕の12畳対応。

おこデパ
（株式会社アールジーコーポレーション）

マークの説明

8

政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

ご注意ください

●申込みを行なった商品の変更・キャンセルは一切できません。
●掲載商品は令和 3 年 4 月 30 日時点のものです。
在庫切れ等により、提供できない商品が含まれている場合が
あります。

詳細は P5 を
ご覧ください

必要ポイント数

13,000

E0582-0005

pt

商品コード

必要ポイント数

15,000

E7334-0132

pt

ふとんにホースを入れるだけで使えるふとん乾燥機カ
ラリエです。立体ノズルのフラップを立ち上げること
でふとんの中に空間をつくり、より広い範囲に温風を
届けることができます。電源電圧：AC100V、消費電力：
560W、タイマー：15・30・45・60・75・90・120・180分、
コードの長さ：約2m

カラー：ブラック 現品サイズ：49×39×10.5cm 消費
電力：1300W 最高温度（ふたなし）250℃コード長：約
2.5m ロングコード重さ：4500g 本体ガード & プレー
ト丸洗い OK

商品コード

満中陰志・お香典返し専門店
（株式会社奥商）

必要ポイント数

17,100 pt

【象印】 ホットプレート やきやき
穴あきプレートタイプ プレート3枚付き
ステンレスブラック EA-GW30-XB

UV-C 紫外線ランプ搭載 / 適用床面積：8畳 / 高機能
HEPA フィルター搭載 / 300万個 /cc 以上のマイナス
イオン放出 / コンパクトサイズだから、書斎・寝室・子供
部屋など場所を選ばず使える / おやすみモードで睡眠
中も静かな運動音で安眠 / 花粉症対策、ハウスダスト、
PM2.5などに対応。
インターネット通販
（株式会社シバデン）

必要ポイント数

17,600 pt

E8178-0001

スムージー、ジュース、フローズンカクテル、スープ、ド
レッシング等が作れる便利なブレンダーです。高スペッ
クのモーターで氷も簡単に砕きます。
【本体サイズ】
：幅
15cm ×高さ33cm ×奥行15cm 重量：約1.8kg 容
量：400ml ×1、200ml ×1

P8 〜 11

商品コード

E8113-0019

必要ポイント数

17,600 pt

【エムケー精工】
無煙ロースター「ヘルシーグリル」
(HG-100K)
●仕様・電源：AC100V 50Hz/60Hz・定格消費電力：約
1,400W・電源コード長：約2.0m・安全装置：電流、温度
ヒューズ、スライドヘッド回転時に電源 OFF・色相：ブ
ラック・設定可能時間：1〜80分 (1分単位 )・サイズ：幅
360×奥445×高305mm・製品質量：約4.5kg

必要ポイント数

18,000 pt

E5982-0003

商品コード

E8178-0008

必要ポイント数

19,800 pt

アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ
FK-D1-NO

・湯量を調節しやすい細長 い注ぎ口でドリップに最
適・狙った湯量で的確にコーヒー豆に当てやすい・熱
くなりにくいコルク製ハンドル【仕様】●本体サイズ
(mm)：W310× D160× H210●重量 (g)：860●定格
電力：100V ●定格周波数：50/60Hz ●定格消費電力：
1000W

◆従来品を上回るヒーター出力と、曲線が柔らかな 【仕様】●マット：不要●くつ乾燥：可●衣類乾燥：可●本
木目が調和したデザイン●幅155×奥行260×高さ 体質量：約4.3kg( 付属品収納時 ) ●外形寸法：幅28.3×
335mm( ホース折りたたみ時 ) ●消費電力：780W ● 奥行21.7×高さ33.8cm ●消費電力：最大680W ●安全
タ イ マ ー：15、30、60、120、180 分 ● ホ ー ス 長 さ： 装置：温度過昇防止用サーミスタ / 温度ヒューズ●吸気
800mm ●電源コード長：1.9m ●質量：3.4kg
フィルター：アレルキャッチフィルター

20,000 pt

E7334-0047

商品コード

ワンダーシェフ 電気圧力鍋 4L
マイコン電気圧力鍋 楽ポン
非ロック時の加熱防止機能付

材料を入れてボタンを押すだけ！カンタン & ほったら
かしで本格圧力調理。火を使わない電気圧力鍋。高齢者、
小さなお子様がいるご家庭でも簡単！安心！●予約タイ
マーで調理可能●料理研究家浜田先生のクッキング本付
■サイズ約 W330× D280× H300mm ブラウン■米最
大炊飯量：白米 = 約6合 玄米 = 約5合
マルモトオンライン
（丸元商事株式会社）

必要ポイント数

20,000 pt

ケルヒャー 高圧洗浄機 K2サイレント
1.600-920.0

E8459-0017

商品に関する注意

未

未成年交換不可

必要ポイント数

21,000 pt

水の力でおもしろいほど汚れが落ちる！スッキリ収納！
ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保
管のスペースをとりません。ガン高圧ホース5m。噴射
する水の力を無段階で調節できるバリアブルノズルを標
準装備。床面への水垂れを防ぐ「水受けトレイ」付。
大和電機株式会社

問

上▶事業名・サービス名
下▶
（交換商品事業者名）

20,000 pt

ミチバキッチンプロダクト フードプロセッサー
赤「マスターカット」MB-MM56R
本体W21×H25×D16cm 約3.1Kg

1台8役、マルチ調理、無段階スピード、自由自在に調
整多機能フードプロセッサー。低速800回転から高速
3000回転までを無段階調節機能。
「液体」
「粘性のある
食材」
「固い食材」にもお使いいただけます。
【容量】
：一回
に調理出来る最大量500g（ハンバーグの場合）/500ml
（ジュースの場合）
名代釡庄
（名代釜庄合同会社）

リョービ(RYOBI) 高圧洗浄機AJP-1310
吐出圧力：7.0MPa 長さ221mm×幅387×
高さ404mm イエロー

Joshin web ショップ
（上新電機株式会社）

E5218-0001

必要ポイント数

商品コード

E8113-0012

必要ポイント数

22,000 pt

【エムケー精工】
電気圧力鍋
「ヘルシーマルチポット」4Lタイプ
●仕様・電源：AC100V 50Hz/60Hz・定格消費電力：約
800W・電源コード長：約1.3m・安全装置：温度ヒュー
ズ (133℃ )/ 圧力スイッチ・色相：ブラック・調理容量：
約2.6L・満水容量：約4L・サイズ：幅335×奥280×高
295mm・製品質量：約4.5kg
MKeLIFE 公式オンラインショップ
（エムケー精工株式会社）

交換商品の詳細は、交換商品事業者にお問い合わせください。
各事業者の問い合わせ先は P35 以降に事業者コード順に掲載しています。

P32

P32 〜 33

P33 〜 34

P35 〜 40

参考資料／
巻末

◆ K2シリーズ最高の洗浄力で初めての静音モデル●
カラー：イエロー●幅293×奥行538×高さ303mm /
5.8kg ●吐出圧力 ( 約 )：最大10Mpa ●吐出水量 ( 約 )：最
大360L/h ●電源コード長さ ( 約 )：5m ●メーカー保証
期間：1年

商品コード

商品コード

交換商品
事業者一覧

E5982-0002

20,000 pt

E4590-0004

満中陰志・お香典返し専門店
（株式会社奥商）
商品コード

必要ポイント数

P31 〜 32

ベビー・
キッズ用品

カラー：ホワイト & レッド 押すだけで本格調理・8種の
オートメニュー・とろ火モード自動圧力調整で加圧中も
静か・レシピ付 内径18cm 圧力鍋1個本体：ステンレス(ア
ルミフッ素加工 )､ シリコンゴム､ ポリプロピレン容量：
3L 消費電力：750W コード長：約1.5m

総合通信販売
（光ネット商工協同組合）

P22 〜 31

防災・
避難用品

【ワンダーシェフ】
電気圧力鍋3L
ピッと押すだけ！火を使わない安心調理！

日立 ポータブル布団乾燥機 衣類・靴対応
マット不要 アッとドライ プラチナ

P21 〜 22

福祉・
介護用品

Joshin web ショップ
（上新電機株式会社）
必要ポイント数

P14 〜 21

スポーツ・
健康増進

ボダムジャパン 電気ケトル メリオール
グースネック ブラック 0.8L

商品コード

P11 〜 14

MKeLIFE 公式オンラインショップ
（エムケー精工株式会社）

商品コード

総合通信販売
（光ネット商工協同組合）

P2 〜 7

食料品・
飲料

商品コード

17,500 pt

マイナス・イオン空気清浄機
（幅約205×奥行約
205×高さ約295mm/適用床面積：8畳）

インターネット通販サイト「うさマート」
（株式会社宇佐美鉱油）

YAMAMOTOブレンダー 赤「パワーミックス」
YE-BL18B-RD

地場産品

仲間たちと盛り上がる食卓の中心に置きたいおしゃれな
ホットプレート。穴あき焼肉プレート、平面プレート、た
こ焼きプレート付き。◇外形寸法 約幅54×奥行37.5
×高さ12cm ◇温度の調節範囲 保温〜250℃◇コード
の長さ 約2.5m

16,000 pt

名代釡庄
（名代釜庄合同会社）

必要ポイント数

E3035-0006

E5218-0002

必要ポイント数

雑貨・
日用品

E1734-0272

商品コード

商品コード

インテリア

Gift Studio
（ギフトスタジオ）
（一般社団法人地域交流推進協議会）

E1234-5678

家電

ふとん乾燥機 カラリエ
（パールホワイト）
タイマー
【象印】
ホットプレート ※丈夫で長持ち
付 FK-C3-WP サイズ：約160×140×360mm
（トリプルチタンセラミックコート）
本体重量：1.8kg

商品コード
事業者コード

巻頭

商品コード

事業者コードに
ついては右記を
ご参照ください。

P41 〜
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https://goods.greenpt.mlit.go.jp

掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
家電

商品コード

必要ポイント数

E3822-0097

22,100

pt

商品コード

必要ポイント数

E6196-0003

24,000

pt

商品コード

E5218-0003

必要ポイント数

25,000 pt

LEDインテリア照明 磁力で月が浮遊
ベッドサイドや書斎、リビングのオブジェに♪

ハリオ V60珈琲王2 コーヒーメーカー ブラック
本体サイズ：23.3×16.5×31.8cm

YAMAMOTO 家庭用精米機 白「美鮮 Bisen」
YE-RC41W

精密な月のオブジェが磁力の力で宙に浮き、ゆっくり
と回転します発光色が [ 電球色→昼白色→昼光色 ] と
シーンに合わせてチェンジ可能です【仕様】定格電圧：
AC100V(50/60Hz) サ イ ズ：月 本 体 140mm / 台 座
200mm*30mm 電源ケーブルの長さ：1850mm

こだわりの「蒸らし」機能を搭載したコーヒーメーカー
です。コーヒーの旨みを引き出す事が出来るコーヒーメー
カーです。

健康を考えた胚芽精米モード「胚芽」
「胚芽 白米仕立て」
を搭載。ワンボタンで玄米・白米からそれぞれ「無洗米」
に仕上げ「再精米」のモード選択で、古くなった白米の香
り・味をお米本来の状態に蘇らせます。
【本体サイズ】
：幅
20cm ×高さ23.5cm ×奥行30.7cm 重量：約3.7Kg【カ
ラー】
：ホワイト

ビームテックグリーン住宅ポイント交換
（株式会社ビームテック）
商品コード

おこデパ
（株式会社アールジーコーポレーション）

必要ポイント数

インテリア

E0751-0002

28,000 pt

商品コード

名代釡庄
（名代釜庄合同会社）

必要ポイント数

E0751-0001

30,000 pt

コンベクションオーブン&トースター
KAT-A130 カラー：マットホワイト
（白色）

象印 IH炊飯ジャー NW−SA10−WA
ホワイト
（白）

◆まほうびんでお馴染みのタイガーが生み出したコンベ
クションオーブントースター◆庫内を効率よく加熱し、
トースト3枚を早く、焼きムラなく一度に焼き上げます
◆「断熱 W ガラス」でトーストの水分蒸発率を抑え、表
面はサクッと、中はアツアツ◆商品サイズ本体：37.7×
38.5×24.5cm ◆マットホワイト
（白色）

◆まる底なのでお米が対流しやすく、釜全体に熱が伝わ
る「黒まる厚釜」◆ IH の高火力で炊き続ける「豪熱ふっ
とう IH」◆好みに合わせて炊き方が選べる「白米炊き分
け3コース」( ふつう、やわらかめ、かため対応 ) ◆離乳食
が手軽に作れる「ベビーごはん」メニュー◆現品約23.5
×29×19.5cm ◆ホワイト
（白）

株式会社アミコム
必要ポイント数

E4590-0001

30,000

pt

日本製 フジコー 空気消臭装置 ブルーデオ
ウィルス 対策 光触媒 空気清浄機 8畳用

商品コード

E1734-0101

36,000 pt

商品コード

E0751-0003

E3921-0025

38,000 pt

お好みの食感に炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」●
外形寸法 ( 約 cm)：28×42×25.5( ふた開き時の高さ：
47.5) ●本体重量：6.0kg ●炊飯時消費電力：1370W ●
1回あたりの炊飯時消費電力量：190Wh( エコ炊飯 ) ※炊
飯量、メニュー等により異なります。●本体色：ダークブ
ラウン
すず陶グリーン住宅ポイント商品交換サービ
ス
（株式会社すず陶）

●本体サイズ
（約）
：幅60.9×奥行35.5×高さ15.2cm
（平
面プレート使用時）平面プレートサイズ ( 約 )：幅50.5×
奥行31.0×高さ2.1cm ●重量：約8.8kg ●消費電力：
1350W ●温度調節範囲：最高温度約250℃ ●コー
ド長：約1.8m ●付属品：収納ホルダー、専用金属へら

44,000 pt

【タイガー魔法瓶】
圧力IH炊飯ジャー
JPC-K18S WP 炊飯容量：1升
（ホワイト）

商品コード

E4393-0001

41,000 pt

◆かまど熱封土鍋コーティング7層遠赤特厚釜を採用
（内
釜フッ素3年保証）◆ねばりと弾力を引き出す可変 W 圧
力炊き◆1合最短17分 少量高速コース◆まとめ炊きで
も美味しく 冷凍ご飯コース◆お手入れ簡単 パーツは3
点◆サイズ：252×211×302mm 約5.4kg 加熱方式：
可変 W 圧力 IH ＋釜包み IH
株式会社ケーズホールディングス

48,000 pt

商品コード

E9625-0003

必要ポイント数

52,000 pt

高圧洗浄機
【MHW0810】
50/60共用Hz / マキタ
幅358 長さ292 高さ830
（mm）9.6kg

●サイズ：約23.7×29.2×22.7cm・本体重量 = 約4.9kg
●カラー：白●電源 =AC100V・消費電力 =1210W( 最
大 )、17.6Wh
（保温時）
●コード長約1m ●炊飯容量 = 約
1.0合〜5.5合●内釜 = 炭炊釜 ( 備長炭コート2層厚釜 ) ●
自立式しゃもじ、計量カップ付

株式会社ケーズホールディングス

必要ポイント数

【タイガー魔法瓶】
圧力IH炊飯ジャー
JPC-K10S WP 炊飯容量：5.5合
（ホワイト）

三菱 IHジャー炊飯器
（5.5合）

◆かまど熱封土鍋コーティング7層遠赤特厚釜を採用
（内
釜フッ素3年保証）◆ねばりと弾力を引き出す可変 W 圧
力炊き◆1合最短17分 少量高速コース◆まとめ炊きで
も美味しく 冷凍ご飯コース◆お手入れ簡単 パーツは3
点◆サイズ：275×242×329mm 約6.5kg 加熱方式：
可変 W 圧力 IH ＋釜包み IH

商品コード

必要ポイント数

E3623-0003

33,000 pt

株式会社アミコム

エコ & ナチュラル Man ー Nen
（株式会社アリエシステム）

必要ポイント数

必要ポイント数

◆強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とう IH」◆
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」◆食べやすく、
おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」◆選べる保温選択。
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
・
「高め保温」
◆お米のおいしさを引き出す「熟成炊き（白米）
」●現品
約25.5x37.5x20.5cm

必要ポイント数

パナソニック NF-W300 ホットプレート
3枚タイプ
（平面・焼肉・たこ焼きプレート）

E4393-0002

商品コード

象印 IH炊飯ジャー
（5.5合炊き）ブラウン
極め炊き NW-VH10-TA

象印 圧力IH炊飯ジャー 極め炊き
(黒まる厚釜 釜厚1.7mm3年保証）

商品コード

すず陶グリーン住宅ポイント商品交換サービ
ス
（株式会社すず陶）

インターネット通販サイト「うさマート」
（株式会社宇佐美鉱油）
必要ポイント数

E4047-0003

pt

圧力 IH 炊飯器です。好みの食感に炊き分ける3通り
の「炊き分け圧力」など機能満載。◆外形寸法：幅25.5
×奥行39×高さ21.5cm 質量：6kg ◆炊飯時消費電
力：1240W ◆電源周波数；50/60Hz ◆容量：5.5合
(0.09〜1.0L)

マルモトオンライン
（丸元商事株式会社）
商品コード

32,800

30,000 pt

●外形寸法（約 cm）
：23.5×29×19.5（ふた開き時の高
さ：42.5）●本体重量：4.3kg ●電源コード：1.0m ご
はんメニュー：白米（ふつう・やわらかめ・かため）/ エコ
炊飯 / 白米急速 / 炊きこみ / すしめし / おかゆ / おこわ /
雑穀米 / 玄米 / 発芽玄米 / 無洗米 / ベビーごはん
（離乳食）

必要ポイント数

【象印】
圧力IH炊飯ジャー 極め炊き 5.5合
ダークブラウン NP-ZH10-TD

従来の空気清浄機とは異なる空気消臭除菌装置。筐体内
部に空気を取込み「元から分解・除去」し消臭 & 除菌●ゴ
ミを集塵する空気清浄機だけでなく消臭とウィルス対策
にフォーカス●宇宙ステーションでも使われた独自技術
のハイブリット光触媒溶射●2台目にもぴったりコンパ
クトサイズ幅19×奥13×高27cm 白色

E4047-0001

必要ポイント数

【象印】
STAN.IH炊飯ジャー 5.5合 ブラック

株式会社アミコム

商品コード

商品コード

小田急おすすめ・ポイント交換わくわくセレ
クション
（株式会社小田急百貨店）

〇自吸機能付 ( 要別販売品 ) 〇トリガガン連動モータ〇
キャスタ & ハンドル付き〇標準付属品：トリガガン ( 高
圧ホース10m 付 )、バリオスプレランス洗浄ブラシ、サ
イクロンジェットノズル、泡ノズル耐圧ホース3m( 水道
ホース)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント(2個 )、ホー
スクランプ、ノズル穴掃除ピン 〇ブルー
みらい
（合同会社みらい）

マークの説明
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政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

ご注意ください

●申込みを行なった商品の変更・キャンセルは一切できません。
●掲載商品は令和 3 年 4 月 30 日時点のものです。
在庫切れ等により、提供できない商品が含まれている場合が
あります。

詳細は P5 を
ご覧ください

必要ポイント数

E6673-0001

65,700

pt

商品コード

必要ポイント数

79,000

E3733-0001

pt

商品コード
事業者コード

E1234-5678
商品コード

E5982-0001

必要ポイント数

91,000 pt

iRobot ロボットクリーナー ルンバ e5
チャコール E515060

業務用空気清浄機 製造・販売メーカーアンデス電気の家
庭用空気清浄機です。■サイズ：φ300× H600mm ■
適用床面積：45m2(27 畳 ) ■色：白

〇デュアルアクションブラシ搭載でお手入れカンタン。 ◆お掃除からゴミ捨てまで全自動◆掃除中でも自動で充
〇丸ごと水洗いできる新ダスト容器。〇稼働時間も大き 電、自動で再開●カラー：グレー●幅342×高さ92mm
く進化、最大90 分清掃可能。※寸法：W35.1× H9.2cm
/ 3.2kg ●クリーンベース ( 約 )：幅310×奥行390×高
さ490mm ●充電池：リチウムイオン電池●充電時間
( 約 )：3時間●連続運転時間 ( 約 )：75分

商品コード

必要ポイント数

100,000 pt

【国内正規品】
ダイソン コードレスクリーナー
Digital Slim Fluffy Origin SV18FFENT

【国内正規品】
ダイソン コードクリーナー
Dyson V11 Absolute Extra SV15ABLEXT
○ダイソン コードレスクリーナーで最もパワフルな吸
引力。最長60 分の運転時間： 安定したパワー供給によ
り、パワフルで変わらない吸引力を実現します。※寸法：
本体 /W13.6× H24.6× D33.7cm ※カラー：ブルー /
アイアン / ブルー

株式会社 北村醤油醸造

180,000 pt

商品コード

強い日差しを守る日よけシェード、撥水、断熱、UV カッ
トの多機能なエコ製品。固定用に上下左右にハトメ、
上下にポールを通せる袋縫い仕様。
【詳細】幅190×丈
270cm・約1.6kg【機能】断熱効果41% 以上・UV カット
93% 以上・遮光率95% 以上【素材】ポリエステル100%・
ハトメ：銅製※取付紐12m 付
繊維工業
（サンローズ株式会社）

商品に関する注意

未

未成年交換不可

8,800 pt

ロールスクリーン (アイボリー) 幅180×丈
210cm 1本 (遮光1級 防音 断熱)
遮光1級・防音・断熱効果の多機能でエコなロールスクリー
ン。アクリルコーティング加工された幕体を使用。
【詳細】
幅180×丈210cm・約2.8kg・中国製【素材】ポリエステ
ル100%
（裏側：4層アクリルコーティング）
【操作】
チェー
ン式・右操作【機能】遮光1級・断熱効果率58% 以上・防音
性70〜25%

眠りと癒しの専門店 ASMOT+
（ナオ・シング株式会社）

繊維工業
（サンローズ株式会社）

問

上▶事業名・サービス名
下▶
（交換商品事業者名）

8,000 pt

P32

伸縮食洗機ラック タワー ホワイト
伸縮可能なのでご家庭のキッチンに合わせて食洗機を設
置することができます。本体 / 幅37-62×奥行36×高さ
15-16.5cm( アジャスター含む )、天板 / 幅35-60×奥行
36cm、材質 / スチール、耐荷重：棚 / 約60kg、フック / 約
250g(1つあたり )、組立式

商品コード

E4650-0004

必要ポイント数

9,700 pt

生島ヒロシの快眠健康枕 ネムレール
（高め）
【製品サイズ：横62cm×縦35cm＊使用時の高さ
約6cm カラー：ベージュ】

枕専門メーカーと健康オタクの生島ヒロシさんの共同開
発枕です。睡眠時のスムーズな呼吸や寝返りのしやすさ、
眠れる感触などこだわりの詰まった快眠枕に仕上げまし
た。素材には「ソフトパイプ」帝人の機能綿「フワリーヌ」
、
立体メッシュの3層構造。側地にも防汚素材を使用して
います。
眠りと癒しの専門店 ASMOT+
（ナオ・シング株式会社）

交換商品の詳細は、交換商品事業者にお問い合わせください。
各事業者の問い合わせ先は P35 以降に事業者コード順に掲載しています。

P32 〜 33

P33 〜 34

P35 〜 40

参考資料／
巻末

睡眠中も美しいネックラインでおやすみいただけるよう
にデザインした快眠枕です。ソフトで優しい感触で、首
や肩をサポート。仰向け時には顎が下がりにくい頭部の
角度を保ち、横向き時には程よい高さで寝姿勢をサポー
トします。中材にはフィット感を高めるつぶ綿を採用、
カバーにはスクワラン配合のパイル生地を使用。

必要ポイント数

ココチのくらし雑貨店
（株式会社 大和ネットサービス）
必要ポイント数

E2091-0095

E1142-0001

P31 〜 32

交換商品
事業者一覧

美しい寝姿勢で眠る枕 リンクルフリーピロー
（製品サイズ：縦約38cm×横約56cm、カラー：
ペールピンク、日本製）

商品コード

商品コード

P22 〜 31

ベビー・
キッズ用品

E4650-0002

5,400 pt

日よけ サンシェード 幅190×丈270cm 1枚
ハリー2(ストライプ・ネイビー)
UVカット・撥水・断熱

必要ポイント数

8,200 pt

必要ポイント数

E2091-0065

枕と眠りのおやすみショップ！
（まくら株式会社）
商品コード

強い日差しを守るベランダ用の日よけシェード、撥水、
断熱、UV カットの多機能なエコ製品です。固定用に上
下左右にハトメあります。
【詳細】幅190×丈100cm・約
0.7kg【機能】断熱効果率41% 以上・UV カット率93% 以
上・遮光率95% 以上【素材】ポリエステル100%・ハトメ：
銅製※取付紐12m 付

P21 〜 22

防災・
避難用品

ご自宅の本棚やオフィスデスクのキャビネットにも入る
A4サイズ圧縮の防災備蓄毛布。軽量で保温性の高いフ
リース素材を使用したやさしい肌触りの毛布で、( 公財 )
日本防炎協会より防炎製品の認定を受けた難燃毛布です。
パッケージサイズは、幅23.5×長さ29×厚み5.5cm。毛
布はアイボリー色。

日よけ ベランダ用サンシェード 幅190×丈
100cm 1枚 ハリー2(ストライプ・ライトブルー)
UVカット・撥水・断熱

P14 〜 21

福祉・
介護用品

A4サイズ圧縮の防災備蓄毛布
(圧縮梱包･防炎タイプ)アイボリー
幅135×長さ165cm

2,800 pt

繊維工業
（サンローズ株式会社）

必要ポイント数

4,500 pt

必要ポイント数

P11 〜 14

スポーツ・
健康増進

イ ンテリア

エコ & ナチュラル Man ー Nen
（株式会社アリエシステム）

E1007-0023

高画質映像を楽しむための基本機能を備えたベーシック
4K 液晶モデルテレビです。◇外形寸法：幅123.0×高さ
75.0×奥行20.7cm ◇本体質量：14.5kg ●画素数：水平
3840×垂直2160 ※こちらの商品は沖縄・その他離島
へのお届けは行っておりません。ご了承ください。

E2091-0016

●人の出入りが多い、ウイルス・菌が気になる場所におす
すめ深紫外線 LED 採用の空気清浄機。●空清適用床面積
の目安：〜22畳 ●寸法：W27.0× H50.0× D27.0cm
●質量：6.8kg ●前面パネル：シルバー / 本体：ホワイト

商品コード

【東芝】
液晶テレビ レグザ 55V型 4K
チューナー内蔵 ネット動画ビューティー搭載
55M540X

商品コード

ダイキン DAIKIN UVストリーマ空気清浄機
ACB50X

169,000 pt

インターネット通販サイト「うさマート」
（株式会社宇佐美鉱油）

株式会社 北村醤油醸造
必要ポイント数

E3921-0114

E1734-0360

必要ポイント数

食料品・
飲料

商品コード

150,000 pt

E3733-0003

商品コード

地場産品

○ボタンひとつで簡単にバッテリー交換。予備の着脱式
バッテリー
（別売）
と交互に使用することで長時間の掃除
にも対応可。着脱式バッテリーは単体でも充電可能。※
寸法：本体 /W12.0× H23.3× D31.2cm、スティック時
/W25.0× H23.3× D110.0cm ※カラー：ニッケル / ア
イアン / ニッケル

必要ポイント数

雑貨・
日用品

E3733-0002

商品コード

P8 〜 11

Joshin web ショップ
（上新電機株式会社）

株式会社 北村醤油醸造

P2 〜 7

インテリア

アンデスオンラインショップ
（アンデス電気株式会社）

iRobot ロボット掃除機 ルンバi3+
【国内正規品】

家電

家庭用空気清浄機バイオミクロンサークル
BM-H701A

巻頭

商品コード

事業者コードに
ついては右記を
ご参照ください。

P41 〜
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https://goods.greenpt.mlit.go.jp

掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
インテリア

商品コード

必要ポイント数

E7421-0001

11,000

pt

商品コード

必要ポイント数

11,000

E7421-0003

商品コード

pt

E7421-0002

必要ポイント数

11,000 pt

ののすて 颯 ブルー 掛布団カバーシングルロ
ングサイズ1枚・ピロケース1枚のセット

ののすて 花衣 ベージュ 掛布団カバーシング
ルロングサイズ1枚・ピロケース1枚のセット

ののすて 菱 レッド 掛布団カバーシングルロ
ングサイズ1枚・ピロケース1枚のセット

ののすての掛け布団カバーとピロケースのセット。サイズ：
掛布団カバー150ｘ210cm/ピロケース45x65cm 素材：
綿100% カラー：ブルー▼ののすて：高級な麻織物「近江
上布」の機屋「野々捨商店」
（1884-2002年）が使用して
いた美しい型紙の模様を綿生地にプリントし、現代の色
使いで甦らせました。

ののすての掛け布団カバーとピロケースのセット。サイズ：
掛布団カバー150×210cm・ピロケース45x65cm 素材：
綿100% カラー：ベージュ▼ののすて：高級な麻織物「近
江上布」の機屋「野々捨商店」
（1884-2002年）が使用し
ていた美しい型紙の模様を綿生地にプリントし、現代の
色使いで甦らせました。

ののすての掛け布団カバーとピロケースのセット。サイ
ズ：掛布団カバー150×210cm ピロケース43x63cm 品
質表示：綿100% カラー：レッド▼ののすて：高級な麻織
物「近江上布」の機屋「野々捨商店」
（1884-2002年）
が使
用していた美しい型紙の模様を綿生地にプリントし、現
代の色使いで甦らせました。

ウエスティ工業株式会社
商品コード

ウエスティ工業株式会社
必要ポイント数

E4714-0003

12,000 pt

洋風すだれ式日よけシェード クールブラインド
90×135

商品コード

ウエスティ工業株式会社
必要ポイント数

商品コード

12,500 pt

E4714-0002

E4714-0001

必要ポイント数

12,500 pt

洋風すだれ式日よけシェード クールブラインド
90×180

ハトメ加工の日よけクールブラインドアクティブ
90×180 オーニング風シェードにも

紫外線約94.8% カット・日射熱約81% カットのすだれ式 紫外線約94.8% カット・日射熱約81% カットのすだれ式
日よけ「クールブラインド90×135」米国・デュポン社の 日よけ「クールブラインド90×180」米国・デュポン社の
「タイベック」を素材に使用した洋風すだれ式日よけシェー 「タイベック」を素材に使用した洋風すだれ式日よけシェー
ドで天津すだれ・よしずに比べて軽量で耐久性も高い！！ ドで天津すだれ・よしずに比べて軽量で耐久性も高い！！
内容：本体1枚 取付ハンガー 紐 取付フック4個 取 内容：本体1枚 取付ハンガー 紐 取付フック4個 取
扱説明書 生地色：白色ベース
扱説明書 生地色：白色ベース

紫外線約94.8%・日射熱約81% カットのハトメ加工日よ
け クールブラインドアクティブ90×180タテにもヨ
コにも使い方広がるハトメ式！例えば「背の高い窓には
タテ長」
「高さの低い窓やベランダ手すりにヨコ長」さら
に紐を使えば「カーポートやテラスの日よけ」までアイ
デア次第で何役も！生地色：白色ベース

ニッテキヤフー店
（日本テキスタイル株式会社）
商品コード

ニッテキヤフー店
（日本テキスタイル株式会社）

必要ポイント数

E0929-0001

13,200

pt

商品コード

ニッテキヤフー店
（日本テキスタイル株式会社）

必要ポイント数

18,000

E5458-0003

商品コード

pt

E1227-0002

必要ポイント数

18,000 pt

整形外科医山田朱織の整形外科枕ドクターズピ
アルパカ毛布 シングル 140x200cm 無地
「スツール
（シングル）
」design by プロダクトデ
ロー
（枕カバー付き）
幅50cm×奥行25cm×高さ （ベージュ色） 1枚 アルパカ100%
（毛羽部分）
ザイナー ジャスパー・モリソン＋熊野 亘
5.0cm〜9.0cm
1400g/枚 日本製

16号整形外科の枕外来を担当する整形外科医の山田朱
織（やまだしゅおり）が開発したオーダーメイド枕の「整
形外科枕」をお客様自身で購入してから枕の高さ調整が
できる商品として開発したのがこちらの整形外科枕ドク
ターズピローです。枕カバーはグリーンのパイル地。

アンデスからの育まれた「宝石」アルパカに包まれて快
眠してほしい。アルパカはアンデスの高山で生息数が羊
の700分の1ほどしかない希少生物です。横糸アルパカ
100%
（毛羽部分）
表裏お肌に触れる部分、縦糸綿100%、
安心の日本製で天然素材の恵みが、こころとからだに響
きます。梱包は簡易梱包です。

枕、寝具の販売
（株式会社山田朱織枕研究所）
商品コード

製造販売
（大津毛織株式会社）

必要ポイント数

E0929-0003

19,800 pt

整形外科医山田朱織の整形外科枕ドクターズピ
ロー
（枕カバー付き）
幅60cm×奥行30cm×高さ
5.0cm〜9.0cm

16号整形外科の枕外来を担当する整形外科医の山田朱
織（やまだしゅおり）が開発したオーダーメイド枕の「整
形外科枕」をお客様自身で購入してから枕の高さ調整が
できる商品として開発したのがこちらの整形外科枕ドク
ターズピローです。枕カバーはグリーンのパイル地。

必要ポイント数

19,800 pt

E4650-0001

枕専門メーカーブランド「ASMOT+」と快適素材のパイ
オニア「クラボウ」が快適な眠りのために開発。とろける
ような心地よい感触と首と肩を優しく支えるカッティン
グで、睡眠中の体の動きをサポートします。高さ調整パッ
ド付なので、お好みの高さでおやすみいただけます。
眠りと癒しの専門店 ASMOT+
（ナオ・シング株式会社）

20,000 pt

天然木を使用したコンパクトサイズ
幅100奥行42高さ30cm
国産完成品テレビボードエフィーノ

E7921-0002

必要ポイント数

20,000 pt

商品コード

必要ポイント数

21,000 pt

E5936-0002

商品コード

E9591-0002

必要ポイント数

22,000 pt

アース製薬(株)の技術協力により開発された
ムシカビクリーンラグ 140×200cm グリーン

一人用のチェアやソファになるビーズソファ「Yogibo
Mini
（ヨギボー ミニ）
」長さ：約95cm、幅：約65cm、重さ：
約4.5kg、体積：約212L ※寸法は目安となり、個体差が
あります。※床に倒して置いた状態で計測しています。

UPTOWN FURNITURE
（株式会社東馬）

●天然木の5段ラック●9cm 間隔で棚板の高さを変えら
れるので、収納物に合わせて有効に使えます

CARA トレード ポイント交換
（合同会社 CARA トレード）

【公式】
Yogibo Mini
（ヨギボー ミニ）
チョコレートブラウン

天然木（アルダー無垢）を前板に贅沢に使用したテレビ
ボード。無垢材ならではの前板の横ラインのデザインが
和モダンでおしゃれな空間を演出します。左側はガラス
のためリモコンに対応。右側は引出になっており収納力
も抜群の商品です。

商品コード

スリープマージピロー
（製品サイズ：横60cm×縦
【国産】
天然木パイン材 木製ラック5段
（ナチュラル）
30cm×高さ10cm、カラー：ホワイト×パープル
60×37×105cm MMR-5-60105N
高さ調整可、日本製）

必要ポイント数

E2902-0084

株式会社モア・トゥリーズ・デザイン

商品コード

枕、寝具の販売
（株式会社山田朱織枕研究所）
商品コード

世界的プロダクトデザイナー・ジャスパーモリソン氏と
熊野亘氏がデザインした「スツール」
。岐阜県産ヒノキの
スツールは、スツールとしての機能にとどまらず、
「サイ
ドテーブル」や他のサイズと組み合わせて「棚」としても
活用いただけます。
【組立て時サイズ】
：縦330×横420
×高さ405mm

インテリア雑貨販売
（株式会社ウェブシャーク）

組成：ポリエステル100% 原産国：日本 防炎性能試験
番号：E2190027 パイル長：8mm 全厚：11mm 裏
材：不織布 機能：防炎・遊び毛防止 アース製薬（株）の
技術協力により開発された「ムシカビクリーン」のカー
ペット。マルチな機能で快適な生活空間をお届けします。
JIT グリーン住宅ポイント便
（
（株）
ジャパンインテリアトレーディング）

マークの説明
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政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

ご注意ください

●申込みを行なった商品の変更・キャンセルは一切できません。
●掲載商品は令和 3 年 4 月 30 日時点のものです。
在庫切れ等により、提供できない商品が含まれている場合が
あります。

詳細は P5 を
ご覧ください

必要ポイント数

24,000

E5458-0036

pt

必要ポイント数

25,000

E5936-0003

pt

インテリア雑貨販売
（株式会社ウェブシャーク）
必要ポイント数

30,000 pt

商品コード

ドレッサー外寸：約幅44.5（収納部含む）×奥行36×総
高さ160cm 鏡のみ：約幅26.5×89.5cm 椅子外寸：約
幅29×奥行26×高さ38cm 前板・天板の素材は MDF
にポリ板 ドレッサー本体側面、MDF プリント化粧合板
椅子座面は PVC 天板厚み17mm ■お荷物は玄関までの
配達です。

33,000 pt

E4716-0003

KURUMI 今治製パイル綿毛布2P
（ネイビー・ホワイト）
【日本製】

高山地帯で育まれた「繊維の宝石」カシミヤに包まれて
快眠してほしい。安心の日本製で天然素材。横糸カシミ
ヤ100%（毛羽部分）表裏のお肌に触れる部分、縦糸ポリ
エステル100% を使いました。天然素材の恵みが、ここ
ろとからだに響きます。梱包は簡易梱包でお届けいたし
ます。

必要ポイント数

37,000 pt

E5936-0001

商品コード

39,600 pt

アース製薬(株)の技術協力により開発された
ムシカビクリーンラグ 200×250cm グリーン
組成：ポリエステル100% 原産国：日本 防炎性能試験
番号：E2190027 パイル長：8mm 全厚：11mm 裏
材：不織布 機能：防炎・遊び毛防止 アース製薬（株）の
技術協力により開発された「ムシカビクリーン」のカー
ペット。マルチな機能で快適な生活空間をお届けします。
JIT グリーン住宅ポイント便
（
（株）
ジャパンインテリアトレーディング）

43,800 pt

杉無垢材 90幅折り脚ちゃぶ台 クリア
大川家具 円卓

商品コード

未成年交換不可

必要ポイント数

44,000 pt

E2902-0028

横格子デザインがオシャレ。幅150奥行41.5高さ
32.4cmの国産脚付きテレビボード
レオンルース

扉と引出ともにシンプルな形状の横格子デザインが、和
室・洋室問わずコーディネート可能。引出は奥まで引き
出せるフルスライドレールを使用しております。左側は
ガラスになっており、正面からのほこりを防ぎつつ、リ
モコンにも対応。佐賀の職人 MADE の脚のみ取付の国
産品です。

BIG ー RIVER
（有限会社みらいアート）

UPTOWN FURNITURE
（株式会社東馬）

問

上▶事業名・サービス名
下▶
（交換商品事業者名）

杉無垢材 75幅折り脚ちゃぶ台 ブラウン色
節有り 大川家具 円卓
■サイズ
（mm）
幅750×奥行き750×高さ350mm 表示
■材質九州産杉※無垢集成材■特徴折り脚。ウレタン塗
装。
（F ☆☆☆☆塗料）
■カラーブラウン色

商品コード

E5838-0064

P31 〜 32

必要ポイント数

43,600 pt

【福岡県大川市製造】
ドレッサー「ルナ」一面鏡
（角度調節可能）
ナチュラル色・収納BOXタイプ
椅子付 完成品
（鏡のみお客様取付）

本体（外寸）
：約幅67.3×奥行33.5×高さ129.5cm 椅子
収納部 内寸：約幅25.9×奥行25.9×高さ35.2cm 天板
厚み20mm 天板ガラス付き
（透明）
・座部はファブリック
仕様材質：パーチクルボード・MDF 天板・前板リアプラ
ス化粧合板その他プリント化粧合板■お荷物は玄関まで
の配達です。
有限会社ラベンダーハウス
商品コード

E6918-0077

P22 〜 31

必要ポイント数

48,000 pt

ヴィンテージ調 ウォールナット 自立型ガラス
パーテーション ブラウン
W900×D440×H2100mm

天然木ウォールナット材とブラックスチールを組み合わ
せた、パーテーション。ご自宅やワークスペースなどの、
コロナ対策、空間の間仕切り、アクセントなど様々な用
途でご使用いただけます。非常に存在感がありお部屋の
雰囲気をグッと変えてくれます。
家具インテリア用品の製造・卸売業
（市場株式会社）

交換商品の詳細は、交換商品事業者にお問い合わせください。
各事業者の問い合わせ先は P35 以降に事業者コード順に掲載しています。

P32

P32 〜 33

P33 〜 34

P35 〜 40

参考資料／
巻末

■サイズ
（mm）
幅900×奥行き900×高さ350mm 表示
■材質九州産杉
（大分県日田市）
※無垢集成材■特徴折り
脚。ウレタン塗装。
（F ☆☆☆☆塗料）
■生産国生産国：日
本製
（大川市）
■カラークリア色

37,000 pt

P21 〜 22

交換商品
事業者一覧

E8612-0003

必要ポイント数

E9591-0003

必要ポイント数

E8612-0002

必要ポイント数

BIG ー RIVER
（有限会社みらいアート）

商品コード

インテリア雑貨販売
（株式会社ウェブシャーク）

商品コード

P14 〜 21

ベビー・
キッズ用品

ソファはもちろん椅子やベッドにも。あなたの要望を全
て叶える「Yogibo Max（ヨギボー マックス）
」長さ：約
170cm、幅：約65cm、重さ：約8.5kg、体積：約415L ※寸
法は目安となり、個体差があります。※床に倒して置い
た状態で計測しています。

組成：ポリエステル100% 原産国：日本 防炎性能試験
番号：E2190027 パイル長：8mm 全厚：11mm 裏
材：不織布 機能：防炎・遊び毛防止 アース製薬（株）の
技術協力により開発された「ムシカビクリーン」のカー
ペット。マルチな機能で快適な生活空間をお届けします。

防災・
避難用品

【公式】
Yogibo Max
（ヨギボー マックス）
ライムグリーン

アース製薬(株)の技術協力により開発された
ムシカビクリーンラグ 200×200cm グリーン

P11 〜 14

福祉・
介護用品

製造販売
（大津毛織株式会社）

商品コード

未

35,000 pt

カシミヤ毛布 シングル 140x200cm 無地
（ベージュ色） 1枚 カシミヤ100%
（毛羽部分）
1300g/枚 日本製

アイシス GIFT
（有限会社アイシス）

商品に関する注意

必要ポイント数

E5458-0002

32,000 pt

スポーツ・
健康増進

驚くほどのボリューム、柔らかさ、吸水性を実現したパ
イル綿毛布です。汗や水分をさっと吸収、適度な暖かさ
で体を包み込み、季節を問わずお使い頂けます。＜内容：
今治製パイル綿毛布（約140×190cm）×2> ＜材質：
綿100% ＞

商品コード

E9591-0001

必要ポイント数

JIT グリーン住宅ポイント便
（
（株）
ジャパンインテリアトレーディング）

有限会社ラベンダーハウス
必要ポイント数

商品コード

食料品・
飲料

商品コード

30,800 pt

【福岡県大川市製造】
ドレッサー姿見「ユッキー」
ホワイト色・収納BOXタイプ椅子付
完成品
（鏡のみお客様取付）

UPTOWN FURNITURE
（株式会社東馬）

P8 〜 11

眠りのお部屋
（株式会社ヴァレア）

必要ポイント数

E5838-0006

テンピュールののおしりと背中にやさしいセット。長時
間のデスクワークや座ることが多いシーンにおすすめで
す。( シートクッション）幅40×奥行42×厚さ5cm ( ラ
ンバーサポート ) 幅36×奥行36×厚さ7cm

P2 〜 7

地場産品

ゆったり使用できるリビングテーブル。引出と中央には
スライドする便利な棚付きです。裏面はオープンラック
になっており、ティッシュボックスなどを置くのに便利
なアイテム。ブラウン色の部分には天然木 (ホワイトオー
ク）を使用しており、質感ありながらリーズナブルなア
イテム。

27,200 pt

雑貨・
日用品

ナチュラルで優しい印象に。幅104奥行55高さ
38cmの機能的な脚付き国産リビングテーブル
ホマ

E1173-0019

必要ポイント数

インテリア

製造販売
（大津毛織株式会社）

E2902-0007

商品コード

【公式】
Yogibo Lounger（ヨギボー ラウンジャー） テンピュール シートクッション＋ランバーサポー
ライトグレー
トセット カラー：ダークブルー

恵 み の 太 陽 と ナ イ ル の 水 で 育 て た「ザ・エ ジ プ ト 読書や映画鑑賞、そしてゲームに没頭できるソファ
COTTON」を100% 使った綿毛布。無添加、無漂白、ホ 「Yogibo Lounger（ヨギボー ラウンジャー）
」長さ：約
ルムアルデヒド不使用、特定芳香族アミン不使用、こだ 75cm、幅：約75cm、重さ：約5.0kg、体積：約232L ※寸
わりの植物繊維100% なのでお子様やデリケートな方に 法は目安となり、個体差があります。
安心してお使いいただけます。梱包は簡易梱包でお届け
いたします。ご家庭で洗濯ができます。

商品コード

E1234-5678

家電

エジプト超長綿 綿毛布 シングル
140x200cm 色：ナチュラル系 綿100%
約1300g/枚 日本製

商品コード

商品コード
事業者コード

巻頭

商品コード

事業者コードに
ついては右記を
ご参照ください。

P41 〜
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https://goods.greenpt.mlit.go.jp

掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
インテリア

商品コード

必要ポイント数

E8367-0029

50,000

pt

商品コード

必要ポイント数

58,000

E9617-0007

商品コード

pt

ソフトな光沢となめらかな肌触りで広く愛されるカシミ
ヤ毛布。大阪府泉大津で生産しています。
【商品詳細】カ
ラー：ベージュ / サイズ：140×200cm/ 家庭洗濯不可・
ドライクリーニングになります。この毛布の素材はカシ
ミア ( 山羊 ) ですので臭う場合がございます。臭いが気に
なる場合は陰干しをお勧めします。

無垢材・無塗装の東濃桧100% で製作したすのこベッド
です。ヒノキの良い香りに包まれ心地よい眠りの時を。
ヘッドボードがないので限られたスペースにも置けるシ
ンプルタイプ。＊組み立てカンタン！10分で完成！幅
99cm ×長さ198cm ×ベッド座面24cm のシングルサ
イズ。

グッディポイント EC サイト
（グッディポイント株式会社）
商品コード

雑貨・日用品

E0165-0068

75,000 pt

浜ちりめん小座布団 全5色を各1枚
（計5枚）
45cm×45cm 側生地：絹100%
（中綿：綿90%、
ポリエステル10%）

和室はもちろん洋室、ソファーにも合う使いやすいサイ
ズの小座布団。職人の手により丁寧に染め上げた贅沢な
逸品です。｢浜ちりめん｣ ならではの独特な風合い、しな
やかな肌ざわり、光沢をお楽しみ下さい。撫子色×1枚、
若葉色×1枚、水仙色×1枚、野いばら色×1枚、猫柳色×
1枚）
※防撥水・防撥油加工 ( テフロン加工 )

商品コード

商品コード

商品コード

77,000 pt

極細繊維で、保温性と軽量性を実現。ドレープ性に優れ
たやわらかな肌触りの綿サテン生地で身体にフィットし
て冷たい空気が入り込みません。加えて吸湿発熱性があ
るので、より暖かくお休みいただけます

87,000

商品コード

外寸：幅100cm ×長さ206cm ×高さ60cm【床面寸法】
高位置：幅100cm ×長さ 203cm ×高さ32cm 低位置：
幅100cm ×長さ200cm ×高さ20cm【下部寸法 ( 床下
収 納部 )】幅100cm ×長さ200cm ×高さ22/10cm ※
商品は組み立て式。配送は玄関先までとなります
（2梱包
でお届け致します）
株式会社キシル

必要ポイント数

E9617-0006

93,000

商品コード

pt

ひのきベッド『かおりちゃん』こまど
シングルサイズ

国産のひのきを100% 使ったダイニングテーブルで
す。外寸：幅150cm ×奥行80cm ×高さ70cm 内寸：
幅134cm ×奥行64cm ×高さ60.5cm 天板寸法：幅
150cm ×奥行80cm ×厚さ2.5cm 天板高：70cm 重
量：約20.4kg ※組立はお客様にてお願い致します。配送
は玄関先までとなります。

無垢材・無塗装の東濃桧100% で製作したベッドです。
ヒノキの良い香りに包まれ心地よい眠りの時を。和室に
も合うデザインのヘッドボード付きです。＊女性でも組
み立てカンタン！10分で完成！幅99cm ×長さ202cm
×ベッド座面24cm ×ヘッドボード高さ60c のシングル
サイズ。

エアウィーブ 四季布団 シングル
（敷布団 幅約100×長さ約195×厚さ約8cm）
カラー：ライトブラウン

エアウィーヴの特長である寝返りのしやすさや優れた体
圧分散はそのままにより布団らしい、ふっくら柔らかな
感触で一枚敷きでも心地よくお休みいただけます。カバー
は両面仕様で、夏は蒸れにくく、冬は暖かく、四季を通じ
て快適です。

必要ポイント数

E6696-0022

商品コード

100,000 pt

1,000 pt

余ったポイントにオススメ
今治わたいろミニテリー
（タオルハンカチ1枚）

雑貨・日用品

美しく磨き上げられたウォールナットに魅了されます。
丸みを帯びた背もたれは肘掛けにもなるデザインです。
【素材】
：ウォールナット材 ウレタン塗装

肌触りがとってもやわらか〜♪ハンカチサイズの今治
タオルの使い心地は格別です！タオルサイズ 25cm ×
25cm 綿100% カラー（ブルー）
（スリット糸使用）
日本製
（今治）

頑固おやじ
（株式会社駿河屋）

幹事さんの味方！景品パーク！
（株式会社ディースタイル）
必要ポイント数

E7794-0004

必要ポイント数

E4309-0005

スタイリッシュなウォールナットチェア
幅536×奥行490×高さ740
（座面高425）
mm

商品コード

99,000 pt

近鉄百貨店ネットショップ
（株式会社近鉄百貨店）

有限会社夢幸望

商品コード

必要ポイント数

E3068-0003

ダイニングテーブル

株式会社キシル

85,000 pt

ひのきのベッド
【シングル】

近鉄百貨店ネットショップ
（株式会社近鉄百貨店）

pt

必要ポイント数

E8122-0001

エアウィーブ ハイパーダウン シングル
(かけ布団 幅約150×長さ約210cm）
カラー：ライトベージュ

必要ポイント数

E8122-0002

エアウィーヴの商品の中で技術の原点となっているス
タンダードモデルです。適度な反発力のある airfiber が、
極上の寝心地を実現します。カバーは両面仕様で、表裏
で Cool 面、Warm 面となっており、一年を通して快適
にご使用いただけます。

必要ポイント数

E3068-0002

Present For
（PresentFor 株式会社）

エアウィーブ シングル （マットレスパッド
幅約100×長さ約195×厚さ約6cm）
カラー：ホワイト

近鉄百貨店ネットショップ
（株式会社近鉄百貨店）

有限会社夢幸望

必要ポイント数

66,000 pt

E3068-0001

ひのきベッド『かおりちゃん』ベーシック
シングルサイズ

【西川】
カシミヤ毛布

必要ポイント数

1,200 pt

商品コード

必要ポイント数

E9800-0004

1,300 pt

足洗いブラシ フットブラシ 吸盤付き クリア
お風呂のついでに足指の間までスッキリ！

ギフト工房 除菌ジェル

足の角質や臭いもまとめて清潔にしてくれる優れもの♪
フックに掛けて収納できます！ サイズ：約幅24.5×高さ
27.5×厚み3.5cm 材質：ポリ塩化ビニル (PVC)

台所用除菌ジェル250ml 注意事項 デザインおよび
商品内容が変更になる場合がございますので、予めご了
承ください。

商品コード

1,300 pt

E2405-0001
《10ml》
シミ抜き剤・スポッとる

衣類を捨てず、傷めずにシミ抜きできる酵素分解の洗剤。
水洗いできる衣類のシミを酵素で分解除去できる特許取
得のシミ抜き剤特許第6243462持ち運びに便利なサイ
ズ

楽天・うまいもの広場
（株式会社ハリカ）

株式会社 RELUXY

必要ポイント数

株式会社ハッシュ

マークの説明
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政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

ご注意ください

●申込みを行なった商品の変更・キャンセルは一切できません。
●掲載商品は令和 3 年 4 月 30 日時点のものです。
在庫切れ等により、提供できない商品が含まれている場合が
あります。

詳細は P5 を
ご覧ください

必要ポイント数

1,300

E7794-0006

pt

巾着1枚 + ファスナータイプ4枚 サイズ：約87cm ×
60cm( 巾着タイプ ) 約60cm ×50cm 約50cm ×40cm
約40cm ×30cm 約30cm ×20cm ※大きい順 材質：ポ
リエステル

必要ポイント数

1,500

E8798-0003

pt

2,000 pt

E2160-0001

肌に優しい自然由来の繊維を使用し、ループを立たせた
ボディタオル・ウォッシュタオルです。天然の抗菌効果
（キ
チンキトサン）練り込みの 糸、クラビオンを使用してい
ます。科学系の抗菌剤は使用していません。いつものお
風呂・バスタイムをもっと快適に、もっと体に優しくし
てくれます。

エコバッグブランド、エンビロサックスの柄が特徴のワ
ンタッチマグです。ワンタッチで開け閉め簡単で、ロッ
クがついてるので漏れの心配もありません。パッキンが
シリコンなので外して洗えるので清潔にお使いいただけ
ます。

P8 〜 11

オリーバル卸サイト
（オリーバル株式会社）

商品コード

必要ポイント数

2,000 pt

必要ポイント数

2,000 pt

E8830-0015

渦巻き型シーツハンガー 2個セット
シーツ、布団、バスタオル等を干すのに最適！

すべらないズボンハンガー スラックスハンガー
20本セット ホワイト ズボンの折れ目がずれにくい！

キャッチフックで防風仕様！開閉時に絡みにくい！サイ
ズ： 約縦幅34×横幅61×高さ30cm 折りたたみ時：約
縦幅30.5×横幅34×高さ ( 厚さ )5cm 材質：ステンレス

大きな洗濯物を省スペースで！風通りが良い乾きやすい
円形！使わないときはコンパクトになります。サイズ：
約 直径45cm ×高さ23cm 材質：ステンレス・PVC

特殊加工で、衣類をしっかりキャッチ！一般的な商品に
比べスタイリッシュでかさばらずスッキリ♪ サイズ：約
幅35cm ×高さ14cm ×薄さ6〜8mm 材質：PVC/ ステ
ンレス

雷門商店株式会社

株式会社 RELUXY
必要ポイント数

E8830-0004

2,600 pt

すべらない三日月型ハンガー 20本セット
ホワイト ランドリー&収納どちらにも便利！
肩の跡がつきにくい！

必要ポイント数

3,500 pt

E7859-0032

保温・保冷力に優れた真空二重ステンレスカップと、冷
凍庫で冷やして氷の代わりとして使えるフローズンメタ
ルのセットです。洗って何度でも繰り返し使える便利な
アイテムです。●タンブラー
（約高さ14.6×口径7.4cm、
容量約350ml）×1●フローズンメタル（約タテ2.5×ヨ
コ2.5×高さ2.5cm）
×2

とろけるようなやわらか触感の無撚糸タオル。糸に撚り
をかけない“無撚糸”を使用して織り上げているので、ふ
んわりとした肌ざわりで、綿そのものの柔らかさを楽し
めます。●バスタオル（ピンク）
（約縦110×横60cm）×
1/ 綿100% ●ウォッシュタオル（ホワイト）
（約縦29×
横29cm）
×1/ 綿100%

商品コード

生活雑貨のお店 イロドリ
（株式会社アズプロダクツ）

必要ポイント数

3,600 pt

E5628-0002

ワインボトル型に入ったワインツール
（ソムリエナイフ・
ボトルポアラー・ボトルストッパー・フォイルカッター）
とワイングラスのセットです。●ケース（約高さ32.3
×径7.3cm）×1 ●ワイングラス（約高さ15.8×口径
6.6cm、容量約300ml）
●ケース：中国製、ワイングラス：
ポーランド製

京焼のビビッドカラーが印象的なカップペア。手馴染
みの良い大きさに加え、とても軽量で使いやすいカップ
です。※手作り品の為、色・柄・サイズが多少異なる場合
があります。●カップ（約高さ7.8×口径8.7cm、容量約
230ml）
×2/ 陶器
（京焼）

株式会社ムロイ金物 カーサベルデ
（株式会社ムロイ金物）
商品コード

株式会社ムロイ金物 カーサベルデ
（株式会社ムロイ金物）

必要ポイント数

エアーかおる 今治製タオル エニータイム
（ハーフバスタオル 幅34×長さ120cm）
シェルピンク

E5520-0053

未

●サイズ（三徳包丁）全長約29cm・刃渡り約17cm、
（ペ
ティナイフ）全長約22.5cm・刃渡り約12cm ●素材（刃）
ステンレス刃物鋼、
（柄）天然木●濃州孫六作の伝統を受
け継いで1丁ずつ作られた包丁です●柄には握った時に
温かみがあり、手に馴染みやすい天然木（ブラウン）を使
用
ジーンライフストア
（有限会社 ZEEN）

未成年交換不可

4,000 pt

【濃州孫六作】
別撰料理包丁2本セット
（三徳包丁&ペティナイフ/天然木使用）

眠りのお部屋
（株式会社ヴァレア）

商品に関する注意

必要ポイント数

問

上▶事業名・サービス名
下▶
（交換商品事業者名）

3,800 pt

珪藻土コースター マッシロ 4枚セット 素材のま
まが美しい 色的にあらゆるシーンに合います【ア
スベスト検査済み】

自然素材：珪藻土でできていて、人にも地球にも優しい
コースターです。世界一級の窯で焼かれたコースター
です。熱にも強いので、熱いコーヒーや熱燗にも使えま
す。吸水性に優れ、グラスに貼り付かずテーブルを濡ら
しません。裏面にコルクが貼ってあります。サイズ：直径
97mm × 厚さ 6mm カラー：ホワイト
株式会社はじまる
商品コード

E2269-0001

必要ポイント数

4,000 pt

【源正宗】
家庭菜園4点キット
（根かき鎌：約27cm/小鎌：約30.5cm/スコップ：
約27.8cm/園芸鋏：約17.5cm）

● 重 量：根 か き 鎌：140g/ 小 鎌：約 90g/ ス コ ッ プ：約
150g/ 園芸鋏：約140g ●材質：刃物鋼・ポリプロピレン・
天然木（ブナ材）●自宅で家庭菜園、ガーデニングが簡単
にはじめられるセットです●分かりやすい家庭菜園の手
引き書付き
RINSEI SHOP
（凛成株式会社）

交換商品の詳細は、交換商品事業者にお問い合わせください。
各事業者の問い合わせ先は P35 以降に事業者コード順に掲載しています。

P32

P32 〜 33

P33 〜 34

P35 〜 40

参考資料／
巻末

特殊撚糸工法を用いたタオル生地「エアーかおる」は、や
わらかさ・肌触りのよさ・ボリューム感・軽量性という感
性や、吸水性・速乾性の高いレベルをもった高性能タオ
ルです。

商品コード

必要ポイント数

交換商品
事業者一覧

E1173-0002

3,900 pt

P31 〜 32

ベビー・
キッズ用品

京焼ペアカップ
（イエロー×碧）

E6832-0040

P22 〜 31

防災・
避難用品

ワインツール&グラスセット

商品コード

P21 〜 22

福祉・
介護用品

必要ポイント数

3,600 pt

3,500 pt

E2885-0005

エアームース ふわふわ無撚糸タオルセットA

晃祐堂 オンラインショップ
（株式会社晃祐堂）

E5628-0021

必要ポイント数

グラシア 真空アイスタンブラーEX

雷門商店株式会社
商品コード

商品コード

スポーツ・
健康増進

特殊加工が施された、このハンガーが衣類をしっかり
キャッチ！一般の商品に比べ滑りにくいです。サイズ：
約 幅36cm ×高さ18cm ×薄さ10mm 材質 PVC/ ステ
ンレス

商品コード

食料品・
飲料

商品コード

雷門商店株式会社

P14 〜 21

地場産品

ピンチハンガー 52ピンチ 角型
高級感ある錆びにくいステンレス製です！

P11 〜 14

雑貨・
日用品

E7794-0005

商品コード

P2 〜 7

インテリア

必要ポイント数

2,000 pt

必要ポイント数

保冷保温ワンタッチマグボトル320ml
うずまき模様柄

nemuli
（株式会社 nemuli）

E8830-0016

商品コード

肌に優しい自然系繊維を使用したボディタオル
｢肌よろこび｣ ピンク 約20×90cm

株式会社 RELUXY
商品コード

E1234-5678

家電

洗濯・整理ネット 5サイズセット
洗濯物のカラミ傷み防止
旅行時のカバンの仕分けにも最適！

商品コード

商品コード
事業者コード

巻頭

商品コード

事業者コードに
ついては右記を
ご参照ください。

P41 〜
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掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
雑貨・日用品

商品コード

必要ポイント数

4,000

E0660-0003

pt

ディズニー カーズ コップ付ステンレス水筒
550ml
（スケーター）
持ち運びやすい超軽量でコンパクトな中栓分離型のコッ
プ付ステンレスボトル。サイズ：約直径72×高248mm
（ベルト等除く）容量：約550ml 食洗機・乾燥機使用不
可

商品コード

4,000

E6832-0047

pt

珪藻土ソープディッシュ マッシロ ウェーブ
日本製 自然のままの色がうれしい石鹸置きを窯
で焼いた陶器【アスベスト検査済み】

必要ポイント数

4,100 pt

必要ポイント数

4,100 pt

E2885-0018

ジルスチュアート レンジパック3点セット
（ホワイト）

生活雑貨のお店 イロドリ
（株式会社アズプロダクツ）

株式会社はじまる

E7859-0023

商品コード

ヌメヌメしない！デロデロしない！独自の突起加工で貼 世 界 中 か ら 圧 倒 的 な 支 持 を 受 け る ブ ラ ン ド
り付きづらく、自然素材で珪藻土からできた、人にも地 「JILLSTUART」
。サイズ違いのコンテナには色々なも
球にも優しいソープディッシュです。※色は、クリーム のを保存でき、電子レンジからそのまま食卓に出して
色に近い白色になります。ブランド：りっぷうや サイズ： 使える優れものです。●レンジパック M（約高さ6×径
100( 横 ) X 100( 縦 ) X 13 mm( 高さ ) 内包量：1枚
13cm、容量約460ml）×1● S（約高さ6×径9.5cm、容
量約250ml）
×2/ ※電子レンジ可。

株式会社 GLOBAL
商品コード

必要ポイント数

商品コード

必要ポイント数

4,100 pt

E9659-0013

商品コード

必要ポイント数

4,100 pt

E1269-0012

至福タオル バスタオルB
（ホワイト）

グレイズワークス カフェセット

国内最大のタオル産地である愛媛県今治市。絹のような
光沢となめらかさを持つ高品質の新疆長綿を、今治の技
術で仕上げた高級感のあるバスタオルです。●バスタオ
ル
（約タテ120×ヨコ60cm）
×1/ 綿100% ●日本製

釉薬と炎が創りだす自然の美しさを持つ「グレイズ 表面が波になっていて余分な油も落ちてヘルシーに焼け、
ワークス」のカップ & ソーサーとアカシアのトレーと そのまま器として食卓へ出せます。お手入れが面倒な焼
のセットです。●カップ（約高さ8×口径9.2cm、容量約 き魚もグリル内を汚すことなく使えるのは嬉しいポイン
320ml）×2●ソーサー（約高さ2.3×径16.7cm）×2● ト！お肉料理にも野菜のグリルにも。●グリルプレート
トレー（約縦10.5×横10.5×高さ2.5cm）×2※カップ・ （約高さ3×幅23.5×奥行16.5cm）×2●日本製 ※電子
ソーサー：電子レンジ可
レンジ可、オーブン可、直火可。

晃祐堂 オンラインショップ
（株式会社晃祐堂）
商品コード

ティートリコ オンラインショップ
（株式会社ティートリコ）

必要ポイント数

E9592-0016

萬古焼 ペア グリルプレート

4,400

pt

商品コード

陶磁器製造販売
（株式会社スプリングショウ）

必要ポイント数

4,400

E7225-0002

pt

商品コード

必要ポイント数

4,500 pt

E2885-0020

ククナ ヒスイ&ダイヤモンドWストーン
フライパン20cm

メイド・イン・アースの液体せっけん
【1.2Lボトル】
ジルスチュアート ペアタンブラー
〜洗濯・食器・掃除用天然石けん洗剤〜

ヒスイとダイヤモンドの W ストーンコーティング！内
外面にセラミックコーティングが施されているので汚れ
に強くお手入れ簡単です。直径20cm フライパン1個・重
量500g・本体：アルミニウム合金 ( 内面､ 外面：セラミッ
ク塗膜加工 )( 翡翠石､ ダイヤモンド粉末含有 )

天然ココヤシオイルを原料とした純せっけん分のみの液 世界中の女性たちから圧倒的な支持を受けるブランド
体せっけん洗剤です。不純物を取りのぞく丹念な精製の 「JILLSTUART」
。そんな女性らしく SWEET な彼女の世
プロセスを繰り返すことで、洗浄力はとても高く、匂い 界観を表現したテーブルウェアが誕生しました。さりげ
もほとんどないせっけんとして仕上げています。生分解 ないラインストーンがキラキラと煌めくタンブラーです。
性も高く、手肌に優しく、お洗濯だけでなく、食器洗いや ●タンブラー（約高さ9.1×口径6.7cm、容量約250ml）
住まいのお掃除用にも安心して使いいただけます。
×2

アピデグリーン住宅ポイント交換商品事務局
（アピデ株式会社）
商品コード

必要ポイント数

E9659-0003

4,500 pt

レッドリーフ 16cmソースパン
真紅のボディが印象的な富士ホーローのレッドリーフシ
リーズ。いつものキッチンがいっそう元気になります。
つまみと取っ手は熱くなりにくい木製です。うれしい IH
対応。●ソースパン
（約高さ13.5×幅16.5×奥行33cm、
（持ち手含む）
、容量約1.6L）/ ほうろう用鋼板、天然木※
IH200V 可、直火可。

商品コード

4,500 pt

グッドフィーリング
キープ&コーヒータンブラーセット
（ブラック&レッド）

三英商会
（株式会社三英商会）

4,700 pt

必要ポイント数

4,700 pt

E4965-0035

会津塗の特徴は、縁起の良い意匠や多彩な加飾の美しさ
です。ガラス素材に、伝統ある会津塗を施した趣深いモ
ダンなミニグラスです。●サイズ / 約高さ5×径12cm、
容量約180ml ●日本製 ※電子レンジ可。※手作り品の
為、色・柄・サイズが多少異なる場合があります。
フリーマム公式オンラインストア
（株式会社フリーマム）

商品コード

必要ポイント数

E7776-0042

4,700 pt

箔一 古代箔 スクエアプレートペア
（黒・S）

匠の技 鉄フライパンセット

箔一の古代箔は独特のグラデーションが魅力です。シン
プルでモダンな印象のスクエアプレートは、和の席、洋
の席など様々なテイストに彩りを添えてくれます。●セッ
ト内容 / スクエアプレート2 ●サイズ / 約タテ15×ヨコ
15×高さ2cm、質量約300g ●日本製※手作り品の為、
色・柄・サイズが異なる場合があります。

職人がこだわった鉄フライパンは、使い込むほどより快
適に調理が可能になります。使い込むほど油なじみが良
く、焦げ付きにくくなり、さらに愛着もわきます。便利で
使いやすいフライパンです。●サイズ / 約高さ5.6×直
径24cm
（取手含まない）
、質量約900g ●日本製 ※直火
可、電磁調理器200V 可。

フリーマム公式オンラインストア
（株式会社フリーマム）

商品コード

会津塗 清酒グラスペア
（朱・黒）

蓋なしタンブラーはコンビニコーヒーをカップごと入れ
られるサイズ。蓋つきタンブラーとの使い分けドリンク
のおいしさを長くキープできます。●商品詳細タンブラー
（φ8.5×高さ12cm/450ml）
1個コーヒータンブラー
（φ
9×高さ15cm/330ml）1個箱サイズ：約15.5×19.5×
9.5cm

必要ポイント数

E4965-0039

必要ポイント数

E7003-0001

ティートリコ オンラインショップ
（株式会社ティートリコ）
商品コード

生活雑貨のお店 イロドリ
（株式会社アズプロダクツ）

株式会社チーム・オースリー

商品コード

必要ポイント数

4,700 pt

E2405-0002
『スポッとる』スポンジヘッド50ml

衣類を捨てず、傷めずにシミ抜きできる酵素分解の洗剤。
水洗いできる衣類のシミを酵素で分解除去できる特許取
得のシミ抜き剤特許第6243462スポンジヘッドで塗り
やすい

Meijun
（
（株）
エバーステップ）

株式会社ハッシュ

マークの説明
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政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

ご注意ください

●申込みを行なった商品の変更・キャンセルは一切できません。
●掲載商品は令和 3 年 4 月 30 日時点のものです。
在庫切れ等により、提供できない商品が含まれている場合が
あります。

詳細は P5 を
ご覧ください

必要ポイント数

5,000

E9592-0015

pt

ヒスイとダイヤモンドの W ストーンコーティング！内
外面にセラミックコーティングが施されているので汚れ
に強くお手入れ簡単です。直径26cm フライパン1個・重
量700g・本体：アルミニウム合金 ( 内面､ 外面：セラミッ
ク塗膜加工 )( 翡翠石､ ダイヤモンド粉末含有 )

●片手でかんたん計量のワンハンドタイプ●衣類よみが
えるゼロ洗浄。汚れやニオイ、洗剤残りゼロへ●化粧箱
入：28.6cm ×15.6cm ×22.8cm ●重量：約3kg

商品販売
（株式会社シンプルプラス）

5,500 pt

必要ポイント数

5,500 pt

E6684-0101

ヒスイとダイヤモンドの W ストーンコーティング！内
外面にセラミックコーティングが施されているので汚れ
に強くお手入れ簡単です。直径28cm フライパン1個・重
量780g・本体：アルミニウム合金 ( 内面､ 外面：セラミッ
ク塗膜加工 )( 翡翠石､ ダイヤモンド粉末含有 )

職人がこだわったこびりつきにくく、サビにくい鉄製調
理器具は、使い込むほど快適に調理が可能になります。
独自の加工方法を施し、油なじみされた状態になってい
るため、使いはじめの不便さも解消しました。●サイズ /
カリふわパン：約高さ2×直径18.5cm 玉子焼：約高さ4
×幅15.5×奥行18cm ●日本製

アピデグリーン住宅ポイント交換商品事務局
（アピデ株式会社）
商品コード

必要ポイント数

5,500 pt

E6684-0036

ギフト商品卸売業・カタログギフト製作
（株式会社仲山商事）
商品コード

必要ポイント数

5,500 pt

E8178-0005

真空断熱 二重構造 飲みごろビールタンブラー
420ml 2個セット

ウェッジウッド マルチソーサー ペア

その切り口の美しさは一目瞭然。刃先を薄く仕上げる独
自の製法は、プロ仕様はもちろんのこと、家庭用の包丁
にもすべて施されているため、定期的なお手入れを行え
ば、より永く使い続けることができます。●セット内容
/ 三徳包丁、菜切包丁各1 ●サイズ / 三徳包丁・菜切包丁：
全長約29cm、刃渡約17cm ●日本製

今や世界中で知らない人はいない有名ブランド「ウェッ 「泡」と「冷たさ」にこだわった構造のタンブラー。ステン
ジウッド」
。250年を超える歴史の中で誕生した数々の レスの2重構造になっており、グラス部分から外気へ熱
名作は、今なお多くの人々に愛されています。アシンメ が伝わりにくくいので、冷たいものも温かいものも飲み
トリーに配置されたフラワーモチーフのデザインが、よ ごろ温度を保ちます。
り一層、上品な華やぎを添えます。●マルチソーサー
（約
高さ4.5×径13.5cm）
×2

商品コード

ギフト商品卸売業・カタログギフト製作
（株式会社仲山商事）

必要ポイント数

E9659-0017

5,800 pt

商品コード

必要ポイント数

5,800 pt

E1269-0020

総合通信販売
（光ネット商工協同組合）
商品コード

必要ポイント数

5,800 pt

E1269-0011

90年以上の歴史を誇るフランスのブランド「ル・クルー
ゼ」
。この小さめサイズのオーバル型プレートセットは、
お菓子皿や醤油皿にお使いいただけます。●プレート
（約
高さ2×幅13.5×奥行10cm）×5/ ストーンウェア※電
子レンジ可、オーブン可。※手作り品の為、色・柄・サイズ
が多少異なる場合があります。

職人が一つひとつ丹精込めてうすく作り上げているビヤ
グラスです。流行りのクラフトビールを愉しむためのグ
ラスは繊細な口当たりと軽さが魅力で、より一層ビール
を味わうことができそうです。いつも飲んでいるお気に
入りのビールも楽しめます。●グラス（約高さ11.6×口
径6.4cm、容量約340ml）
×2●日本製

商品コード

必要ポイント数

5,800 pt

E4344-0001

商品コード

E4344-0002

必要ポイント数

5,800 pt

今治エコリーフタオルセットC
（白）

ルミナス ペアグラス

細緻で美しい木目と高い耐久性が特徴の木曽檜を使った
まな板。包丁の刃当たりが良いため疲れにくいともいわ
れており、のせた素材も滑りにくいので安定して使えます。
●サイズ / 約タテ36×ヨコ18×厚み3cm ●素材 / 木曽
檜 ●日本製※天然木を使用した手作り品の為、色・木目・
サイズが多少異なる場合があります。

国内最大のタオル産地である愛媛県今治市。化学薬品を
使わず織り上げた、人と環境に優しいバスタオル、フェ
イスタオル、ウォッシュタオルのセットです。●バスタ
オル
（約タテ120×ヨコ60cm）
×1●フェイスタオル
（約
タテ85×ヨコ33cm）×2●ウォッシュタオル（約タテ
35×ヨコ33cm）
×3

一面一面手作業でカッティングして出来る美しい切子に、
底に18K ゴールドを施すことできらびやかな金色の輝
きをあわせたペアグラスです。●グラス
（約高さ9×口径
9cm、容量約270ml）
×2

Meijun
（（株）
エバーステップ）

商品に関する注意

未

未成年交換不可

木村桜士堂
（株式会社木村桜士堂）

問

上▶事業名・サービス名
下▶
（交換商品事業者名）

木村桜士堂
（株式会社木村桜士堂）

交換商品の詳細は、交換商品事業者にお問い合わせください。
各事業者の問い合わせ先は P35 以降に事業者コード順に掲載しています。

P35 〜 40

参考資料／
巻末

木曽檜まな板 はぎ合わせ 36cm

P33 〜 34

交換商品
事業者一覧

E7776-0013

5,800 pt

陶磁器製造販売
（株式会社スプリングショウ）

P32 〜 33

ベビー・
キッズ用品

310年の歴史を誇るドイツの名窯「マイセン」
。今日のマ
イセンでは伝統を受け継ぎながらも現代のライフスタイ
ルに合わせた磁器を提案しています。シンプルで飽きの
こないデザインが特徴です。●プレート
（約高さ2.5×径
19cm）
×1/ 磁器 ●ドイツ製 ※サイズ、色味などに多少
の個体差があります。

必要ポイント数

P22 〜 31

防災・
避難用品

うすづくり クラフトビールペア

商品コード

P21 〜 22

P32

マイセン 波の戯れ ホワイト ケーキプレート

陶磁器製造販売
（株式会社スプリングショウ）

P14 〜 21

P31 〜 32

ル・クルーゼ ミニ・オーバル・プレート 5P
レインボー

ティートリコ オンラインショップ
（株式会社ティートリコ）

P11 〜 14

福祉・
介護用品

ギフト商品卸売業・カタログギフト製作
（株式会社仲山商事）

P8 〜 11

スポーツ・
健康増進

暁里 古流三徳・菜切包丁セット

P2 〜 7

食料品・
飲料

5,500 pt

商品コード

こだわり職人 使いやすいカリふわパン&
玉子焼パン

必要ポイント数

E6684-0139

調理中にお玉や鍋ふたが揃えて置ける、ちょい置きスタ
ンド。お玉以外の小物
（菜箸・ヘラ・トング・しゃもじなど）
やフライパンカバーなども立てることができます。レシ
ピ本やタブレットなども置けるので見ながら料理をつく
ることができてとっても便利です。約幅10cm ×奥行き
10cm ×高さ15cm

ククナ ヒスイ&ダイヤモンドWストーン
フライパン28cm

フィッシュセール
（Fresh Speed 株式会社）
商品コード

お玉・菜箸・調理グッズ立て
【ホワイト】

地場産品

一度で分かる。今までのシャンプーとは別次元の手触り。
とけるような滑らかさを実感できる。ヘモグロビンから
精製された、髪のたんぱく質の構成するケラチンと結合
する「ヘマチン」と、1億年前の海洋深層土抽出された「フ
ルボ酸」
。さらには「ラメラテクノロジー」
（世界特許）を
使用し壊れにくい100% 液晶構造を採用。

5,000 pt

E0855-0006

キッチン雑貨のお店 エコキッチン
（エコキッチン株式会社）

必要ポイント数

E9592-0014

必要ポイント数

雑貨・
日用品

アマトラ クゥオ ヘア バス es 400ml
（ヘアサロ
ン向け高級シャンプー：世界特許ラメラテクノロ
ジー採用）

商品コード

商品コード

インテリア

5,400 pt

pt

【花王】
洗濯洗剤 アタックZEROセット
（アタック
ZEROワンハンド本体400g×2、アタックZERO
詰替用360g×5）

必要ポイント数

E6727-0006

5,000

E8345-0002

アピデグリーン住宅ポイント交換商品事務局
（アピデ株式会社）
商品コード

必要ポイント数

E1234-5678

家電

ククナ ヒスイ&ダイヤモンドWストーン
フライパン26cm

商品コード

商品コード
事業者コード

巻頭

商品コード

事業者コードに
ついては右記を
ご参照ください。

P41 〜

17

https://goods.greenpt.mlit.go.jp

掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
雑貨・日用品

商品コード

必要ポイント数

E9734-0003

6,000

pt

商品コード

必要ポイント数

6,000

E1176-0003

商品コード

pt

【能作】
錫100%ぐい呑「はなしべ」105cc

[ 洗濯洗剤 ]P&G アリエールジェル750g ×2・[ 洗濯洗 ●サイズ：直径約6.6×高さ18cm ●保温効力：85度以上
剤 ]P&G アリエールジェル（詰替用）690g ×2・[ 柔軟剤 ] （1時間）
、63度以上
（6時間）
●保冷効力：9度以下
（6時間）
抗菌消臭ソフター EX400g ×1・[ 柔軟剤 ] 抗菌消臭ソフ ●カラー：クリアーステンレス●フルスペックの充実機
ター Ex（詰替用）350g ×1・[ 台所洗剤 ]P&G 除菌ジョイ 能ボトル！ボディは約170g の軽量設計●ちょうどいい
175ml ×1・洗たく槽クリーナー EX100g ×2
中容量の350ml サイズ

商品コード

ヒューミリティ グリーンポイント
（株式会社ヒューミリティ）
必要ポイント数

E6362-0002

7,000 pt

商品コード

●花のつぼみをモチーフにした錫100% のぐい呑です●
黄金色、琥珀色に輝く熟酒の美しい色調が錫の器によく
映えます●一点一点手作りの為、サイズや風合いには個
体差があります●本体直径5.4×高さ6.3cm ●箱入重量
200g ●マテリアル 錫100% ● Design 路川順規
リグノートストア
（株式会社 LigNote）

必要ポイント数

商品コード

7,000 pt

E3064-0002

6,000 pt

E6631-0002

抗菌除菌・アリエール&ジョイセット(アリエー
【タイガー】
ステンレスミニボトル サハラマグ
ルジェル2/詰替用2・ソフターEX1/詰替用1・ジョ
350ml クリアーステンレス
イ1・洗たく槽クリーナーEX2)

CS ショップ
（CS サーヴ株式会社）

必要ポイント数

必要ポイント数

7,000 pt

E6631-0001

【P&G】
洗濯洗剤 アリエール ジェルボールセット 【フィスラー】
セニットフライパン26cm
（高い熱
【花王】
バブ 健康入浴ギフト80個セット
（ゆず・森・
（アリエールジェルボール 本体：17個×1、詰替用： 伝導力/熱保持力/くっつきにくいコーティング）
なでしこ・さくら）
×各16、
（ひのき・紅梅）
×各8
16個×7）
ガスコンロ専用
●体も心もあたたまるバブの贈りもの●炭酸ガスが温浴
効果を高め血行促進、疲れ・肩こりに効果的です●素肌
と同じ弱酸性●肌にもカラダにもうれしいお湯に。たっ
た1錠であなたのお風呂が変わる！●こだわり処方の3
つのフリー ・パラフィンフリー ・アルコールフリー ・
防腐剤フリー

●化粧箱サイズ：387×223×242mm ●内容：洗濯洗剤
アリエールバイオサイエンスジェルボール本体17個×1、
洗濯洗剤アリエールバイオサイエンスジェルボール詰替
16個×7●重量：3100g ●生産地：日本●ポンと入れる
だけの簡単お洗濯！アリエール液体洗剤史上、最強の消
臭洗浄力のジェルボールセット

つばさギフト
（株式会社つばさギフト）
商品コード

TOMOS ポイントサービス
（合同会社 TOMOS）
必要ポイント数

E7920-0003

7,000

pt

地の塩社 アルカリウォッシュ
［ 3kg 4個セット/
セスキ炭酸ソーダ］
布ナプキン用洗剤
これひとつで、汚れ対策はバッチリ。セスキ炭酸ソーダ
のアルカリウォッシュ。皮脂や血液汚れに特に強く、家
事全般に幅広くお使い頂けます。水に溶けやすく、長期
間の保存が可能。大掃除や、毎日のお洗濯やお掃除に。

商品コード

7,700

8,000 pt

●素材：綿100% ●セット内容：バスタオル
（ベージュ）
×
1、フェイスタオル
（エンジ）
×1●インド綿は油脂分が多
く独特のぬめり感があり、手摘みで収穫するため、油脂
分が損なわれません。しっとり柔らかい綿が、極上の肌
ざわりを生み出します●立体商標を取得しております
【商
標登録】
第5526997号

オーガニックコットン100% のピマ綿をタオルの伝統的
な産地「今治」で丁寧に織られた上質な風合いタオルです。
天然のふんわり感を守りながら吸水性が高いのが人気。
ピマ綿は繊維が長く均一のため、耐久性に優れています。
タオルは毎日使うもの。使うほどにやわらかさが増して
ゆく丈夫なタオルです。

商品コード

CARA トレード ポイント交換
（合同会社 CARA トレード）

洗濯機に挟み込むだけで、バスタオル、バスマットを干
すスペースを確保できる伸縮可能なバスタオルハンガー。
着替えの一時置きとしても使え、使わないときはサッと
取り付け替えれば邪魔になりません。幅65cm 以内の縦
型洗濯機にて利用可能。約 W39〜68× D32× H18cm
耐荷重：約3kg

大きな口・開いた状態でぴたりと止まりゴミが入れやす
い設計。スタッキング可能で、限られたスペースも有効
活用可能。レジ袋を2枚使った庫内での分別、ロック付
きの蓋でニオイ漏れも防げます。約 幅37.5cm × 奥行
39cm × 高さ 41.5cm 容量38L 3段まで積重ね可。
キッチン雑貨のお店 エコキッチン
（エコキッチン株式会社）

必要ポイント数

E1142-0002

8,000 pt

スタッキングできるキッチンゴミ箱【ホワイト】
45リットル袋対応

●素材：綿100%（パイル部＝オーガニックコットン
100%）
●内容：バスタオル2枚●カラー：ベージュ×1枚、
ホワイト×1枚●オーガニックコットンとは化学物質を
3年以上使っていない農地で有機栽培されたコットンの
事です。パイル部分にインド産のオーガニックコットン
を通常より細い糸に仕立て使用しております

商品コード

必要ポイント数

E0855-0003

【今治謹製】
オーガニック バスタオル2枚セット
（木箱入/本体約60×110cm）

必要ポイント数

マグネット伸縮洗濯機バスタオルハンガー
【ホワイト】

商品コード

8,000 pt

ヒューミリティ グリーンポイント
（株式会社ヒューミリティ）

E0855-0013

8,000 pt

カステヘルミはフィンランド語で「露のしずく」という
意味。朝日を浴びて、まるで連なる真珠のようにきらめ
く朝露にインスピレーションを得てデザインされました。
ガラスのしずくのようなデコレーションは、輝くガラス
の美しさを際立たせています。

必要ポイント数

E1176-0002

RINSEI SHOP
（凛成株式会社）

8,000 pt

必要ポイント数

E7921-0003

株式会社チーム・オースリー

【今治謹製】
極上タオル バス・フェイスタオルセッ
ト
（木箱入/バスタオル約60×120cm/フェイス
タオル約34×80cm）

商品コード

商品コード

pt

【今治産】
オーガニックコットン100%のバスタオル 【ittala】
イッタラ カステヘルミ ボウル230ml
【きなり/サイズ：70cm×130cm】
ペア 1053563

必要ポイント数

E2269-0003

リグノートストア
（株式会社 LigNote）

必要ポイント数

E7225-0001

JEWLINGE
（匠ソリューションズ株式会社）
商品コード

●本体重量：約883g ●材質：本体 アルミニウム（内面
フッ素樹脂加工）
、取っ手 フェノール樹脂●深さ：約6cm
●カラー：本体 黒、取っ手 黒●高い熱伝導力と熱保持力、
くっつきにくいコーティングで楽しいお料理を可能にし
ます●使いやすい深型で、炒め物、煮物、ソース作りなど
1枚で対応いただけます！

8,300 pt

商品コード

必要ポイント数

9,300 pt

E4965-0034

EKO アロマソープディスペンサー 泡ソープ
シルバー

会津塗 会津蒔絵箸ペア
（黒・朱）

センサー式でソープが自動的に出てきます。ソープは
3段階に調整でき、手洗い、食器洗いなど用途によって
使い分けができます。ソープの残量が一目でわかる窓
付。充電式（USB ケーブル付）
。 サイズ / 幅7×奥行き
12×高さ17.5cm, 材質：プラスチック、ABS 樹脂、容量：
250ml

会津塗の特徴は、縁起の良い意匠や多彩な加飾の美しさ
です。数百年の歴史をもつ、松竹梅や破魔矢などを組み
合わせた模様の会津絵の箸です。●セット内容 / 箸（黒・
朱）各1 ●サイズ /（黒）
：全長約23.5cm、
（朱）
：全長約
22.5cm ●日本製※手作り品の為、色・柄・サイズが異な
る場合があります。

キッチン雑貨のお店 エコキッチン
（エコキッチン株式会社）

ココチのくらし雑貨店
（株式会社 大和ネットサービス）

フリーマム公式オンラインストア
（株式会社フリーマム）

マークの説明
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政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

ご注意ください

●申込みを行なった商品の変更・キャンセルは一切できません。
●掲載商品は令和 3 年 4 月 30 日時点のものです。
在庫切れ等により、提供できない商品が含まれている場合が
あります。

詳細は P5 を
ご覧ください

必要ポイント数

E7776-0015

9,300

pt

商品コード

必要ポイント数

9,600

E5628-0013

pt

江戸時代からの歴史を持つ栃木県益子町の益子焼は重厚
な色合い、ぼってりとした手触りが特徴です。持ちやす
い形状で普段使いにぴったりのうつわです。●多用碗5
●サイズ / 約高さ8×径12.5cm ●日本製 ※電子レンジ
可。※手作り品の為、色・柄・サイズが多少異なる場合が
あります。

日本六古窯のひとつに数えられる滋賀県の信楽焼。この
ビアカップは、あえて内側に釉薬を塗っていない為、ビー
ルの泡立ちがよく、なめらかできめ細かい泡が堪能で
きます。●セット内容 / ビアカップ4 ●サイズ / 約高さ
11.5×径10cm、容量約280ml ●素材 / 陶器 ●日本製

10,000 pt

必要ポイント数

10,000 pt

E9059-0195

アレカヤシ7号鉢
（バスケット入/現品約35cm× 【 今治タオル フェイスタオル 】
リゾート ホテル
110cm）
フェイスタオル 10枚セット (ブラウン)
良質な原綿 COTTON USA を使用した今治産フェイス
タオル10枚セット毎日お使いいただくタオルとして当
店いち押し。吸水力、速乾性、柔らかな肌触りを兼ね備
えた今治タオル認定の商品です。日本製 ( 今治 ) 約34×
77cm 素材 綿100%

生活雑貨のお店「SP 混む」
（株式会社シンプルプラス・コム）
必要ポイント数

E1525-0001

10,800 pt

マイクロナノバブルシャワーヘッド「バブリー・
ミスティ」
（洗浄・保湿・温浴効果/ ミスト水流付/
節湯30%/ 白色タイプ）

【ラタンワールド】
ラタンバスケット大
（約44×44
×51cm）
×1・小
（約34×34×46cm）
×1セット
ホワイト

●シンプルなラタンフレームの、ナチュラルテイストバ
スケット●透け感がある軽やかなデザインで、圧迫感が
なくお部屋に馴染みます

12,000 pt

商品コード

新光堂 純銅手打ち鎚目ロックカップ

E6196-0002

商品に関する注意

未

未成年交換不可

必要ポイント数

13,000 pt

軽くて丈夫なアルミ鋳物製で取っ手は落ち着きを感じさ
せる木目調ハンドルです。

おこデパ
（株式会社アールジーコーポレーション）

問

上▶事業名・サービス名
下▶
（交換商品事業者名）

11,600 pt

屋久杉コーヒーセット

商品コード

E1525-0003

必要ポイント数

12,100 pt

除塩素シャワーヘッド「JOWER」
（フィルター1
年交換/ 日本アトピー協会推薦品/ 水流切替/ 節
湯30%/ ホワイト）

水道水中に含まれる残留塩素を除去し、お肌にやさしい
お湯にしてくれるシャワーヘッド。内蔵の活性炭フィル
ターは総ろ過流量76,000L と業界トップクラス。お1人
様1日約200L（約26分）のご使用で1年交換と長寿命で
経済的。取付ねじ径：G1/2※お使いの水栓によってはお
取付けいただけない場合があります

商品コード

E3941-0012

P21 〜 22

P22 〜 31

一般的には標高500m を超える山地に自生し、樹齢千年
以上のものだけを屋久杉と呼んでいます。●サイズ/コー
ヒーカップ：約縦11×高さ7×径8cm、容量約130ml、
コースター：約縦10×横10×高さ1.5cm ●素材 / 屋久
杉 ※天然木を使用した手作り品の為、色・木目・サイズが
多少異なる場合があります。

MIZSEI SHOP
（株式会社水生活製作所）

両手鍋24cm(ガラス蓋付)

木村桜士堂
（株式会社木村桜士堂）

E7859-0004

必要ポイント数

必要ポイント数

13,000 pt

ひのきの風呂椅子/日本製
「とちぎ桧椅子
（高さ27cm/Mサイズ）
」
ひのきバスチェア

座るときにひんやりしない、木の温かみが感じられる
バスチェア。高すぎず低すぎず、家族みんなで使える
ちょうどよい高さです。全幅360×全奥行200×全高
270mm/ 座面：幅290×奥行200×高さ270mm/ 重量：
約1.5kg 耐荷重：約100kg/ 素材：桧 / 生産国：日本
お風呂のソムリエ SHOP ！
（バスリエ株式会社）

交換商品の詳細は、交換商品事業者にお問い合わせください。
各事業者の問い合わせ先は P35 以降に事業者コード順に掲載しています。

P31 〜 32

P32

P32 〜 33

P33 〜 34

P35 〜 40

参考資料／
巻末

銅は熱伝導に優れていたり、水をまろやかにするなどの
特長があります。容量は340ml でウイスキーや冷酒、お
茶などさまざまな冷たいお飲み物を頂けます。●カップ
（約高さ8×口径8.2cm、容量約340ml）×1●日本製※
手作り品の為、色・柄・サイズが多少異なる場合がありま
す。

12,000 pt

株式会社はじまる
商品コード

株式会社ハッシュ
商品コード

P14 〜 21

交換商品
事業者一覧

E4344-0003

12,800 pt

必要ポイント数

自然素材：珪藻土 と 木でできていて、人にも地球にも優
しいバスマットです。世界一級の窯で焼かれたタイルを
採用しています。裏面に貼るコルクが同封されています。
ブランド：PureRefre サイズ：544( 横 ) X 393( 縦 ) X
15 mm( 高さ ) カラー：市松 模様
（ブラウン & ホワイト）

必要ポイント数

衣類を捨てず、傷めずにシミ抜きできる酵素分解の洗剤。
水洗いできる衣類のシミを酵素で分解除去できる特許取
得のシミ抜き剤特許6243462ビックサイズ

晃祐堂 オンラインショップ
（株式会社晃祐堂）

珪藻土バスマット 市松 Lサイズ りっぷうや 日本
製 職人によるタイル貼りが割れにくさとおしゃ
れを実現【アスベスト検査済み】

生活雑貨のお店「SP 混む」
（株式会社シンプルプラス・コム）

《150mlBIG》
しみぬき剤『スポッとる』

P11 〜 14

ベビー・
キッズ用品

● 特 小：約 9.0 × 9.0 × 5.5cm/110ml × 4 ● 中：約
13.0 × 13.0 × 6.5cm/350ml × 2 ● 大：約 15.5 ×
15.5 × 8.0cm/700ml × 2 ● 特 大：約 18.5 × 18.5 ×
11.0cm/1500ml ×1●オーブンレンジ可
（本体のみ）
●
電子レンジ可

E6832-0001

10,500 pt

防災・
避難用品

【IWAKI】
密閉パック&レンジ9点セット
（特小
110ml×4、中350ml×2、大700ml×2、特大×
1500ml×1）

商品コード

E2405-0003

必要ポイント数

福祉・
介護用品

つばさギフト
（株式会社つばさギフト）
必要ポイント数

E5768-0002

11,000 pt

E6362-0003

MIZSEI SHOP
（株式会社水生活製作所）
商品コード

必要ポイント数

商品コード

スポーツ・
健康増進

直径0.1mm 以下のマイクロナノバブルを発生させるこ
とでお肌や髪を美しく保つシャワーヘッド。極小の気泡
が毛穴に溜まった皮脂、汗、ニオイを取除き、お肌をスッ
キリさせてくれます。性能そのまま、お求めやすくなっ
た白色タイプです。取付ねじ径：G1/2※お使いの水栓に
よってはお取付けいただけない場合があります

商品コード

P8 〜 11

満中陰志・お香典返し専門店
（株式会社奥商）

食料品・
飲料

商品コード

今治直送タオル通販 HACOON
（株式会社ファイブ）

カラー：シルバー 現品サイズ：直径20cm 両手鍋 ( 蓋付 )
本体：全面7層構造 (18-8ステンレス・アルミニウム・ア
ルミニウム合金・有磁性ステンレス［日本製］
)
本体板厚：
2.4mm 重さ：1750g スーパーバイザー服部幸應

P2 〜 7

地場産品

●アレカヤシは細長い葉が特徴の比較的小型な観葉植物
です●耐陰性があり、寒さにも比較的強く、丈夫なので
初心者の方でも育てやすい植物です●軽やかな線の葉が
涼しげなヤシ。南国の雰囲気漂う爽やかな観葉植物です

10,000 pt

E7334-0081

雑貨・
日用品

E5768-0003

商品コード

必要ポイント数

インテリア

株式会社ムロイ金物 カーサベルデ
（株式会社ムロイ金物）
必要ポイント数

商品コード

家電

信楽焼 泡うまビアカップセット

商品コード

E1234-5678

【ジオ・プロダクト】
両手鍋20cm 全面7層構造
［日本製］

益子焼 多用碗5客揃

Meijun
（（株）
エバーステップ）

商品コード
事業者コード

巻頭

商品コード

事業者コードに
ついては右記を
ご参照ください。

P41 〜
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https://goods.greenpt.mlit.go.jp

掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
雑貨・日用品

商品コード

必要ポイント数

E2725-0002

14,000

pt

紫外線のチカラでスマホを除菌。UV除菌
ワイヤレス充電+USB充電付 目覚まし時計。

商品コード

必要ポイント数

E2160-0017

14,000

商品コード

pt

マイクロナノバブルシャワーヘッド「ミストップ・
リッチシャワー」
（洗浄・保湿・温浴効果/ ミスト水
流付/ 節湯30%/ メタル調）

UV（紫外線 C 波）のチカラでスマートフォン本体を99 取り付け簡単！工具不要！マイクロナノバブル Shower
パーセント除菌できる目覚まし時計です。ワイヤレス AA ●色：ホワイト●サイズ：
【長さ】23cm【厚み】7cm
（Qi) 充電と USB 充電機能付きで、スマートフォンを充 【ヘッド幅（最大幅）
】5cm ●重量：225g ●生産国：日本
電しながら除菌できます。●サイズ：215mm ｘ84mm 今お使いのシャワーヘッドが外れればほとんどのご家庭
ｘ133mm ●重量：614g
にフィットします。初めてマイクロバブルを体感するに
はおすすめです。

直径0.1mm 以下のマイクロナノバブルを発生させるこ
とでお肌や髪を美しく保つシャワーヘッド。極小の気泡
が毛穴に溜まった皮脂、汗、ニオイを取除き、お肌をスッ
キリさせてくれます。霧状の柔らかいミスト水流は浴び
心地も抜群です。取付ねじ径：G1/2※お使いの水栓に
よってはお取付けいただけない場合があります

オリーバル卸サイト
（オリーバル株式会社）

商品コード

必要ポイント数

地場産品

E2269-0002

15,000 pt

【磨き屋シンジケート】
二重&ダイヤタンブラーセッ
ト
（直径7.2×高さ12.8cm/ステンレス二重構造/
約370ml）

●素材：18-8ステンレス（二重構造）●容量：約370ml ●
セット内容：タンブラー2客●カラー：ステンレスシルバー
●「磨き屋シンジケート」は、金属研磨のスペシャリスト
たちが自らの技術を最大限に生かし、
「職人の技、熱意」
を「カタチ」に変え、発信し続けることを目指した産業プ
ロジェクトです

商品コード

MIZSEI SHOP
（株式会社水生活製作所）
必要ポイント数

E7182-0003

商品コード

17,000 pt

E4393-0003

フタの真ん中についているボタンを押すだけで開閉がで
き、ポップアップしたボタンはそのままハンドルとして
使えます。調理中や、片手がふさがっていても、ワンタッ
チ操作で密閉が可能なおしゃれで機能的な保存容器の
セットです。ミニスクエア3個 +1個おまけ付、コーヒー
スクープ2個おまけ付き、その他
（各サイズ×1個）

必要ポイント数

E9059-0073

18,000

今治タオル オーガニックコットン
雲の上の肌触り 白雲 フェイスタオル
10箱セット

まるで雲の上の肌触り。今治タオルブランド「白雲タオル」
は、究極のタオルを追求し、綿花が持つ本来の柔らかさ
をそのままに、こだわり抜いたタオルです。●サイズ 34
×80cm ●カラー ： アイボリー ( 生成り ) ●箱サイズ
11.2×18×10.5cm ●綿100% パイル部分オーガニッ
ク使用 ●日本製

商品コード

19,500

商品コード

pt

E9734-0001

Drinkmate ドリンクメイト 炭酸水メーカー
Series シリーズ 620 ブラック
(おまけ付 専用ボトル500ml)

水、ジュースやお酒などあらゆるものに直接炭酸を注入
で炭酸飲料にチェンジ！ 電源不要 / セット内容：本体、
新型インフューザー、専用 L ボトル
（1L)、60L 用ガスシリ
ンダー、取説保証書、おまけ 専用 S ボトル
（500mL)、商
品サイズ：W118 x D235mm x H 425mm
お祝いギフトランド
（株式会社ギフトセンターかさい）

必要ポイント数

E9734-0002

株式会社ケーズホールディングス

必要ポイント数

E0085-0065

今治直送タオル通販 HACOON
（株式会社ファイブ）
商品コード

20,000 pt

商品コード

20,000 pt

E9800-0002

E9059-0103

29,600 pt

今治 グレー 小さめ バスタオル 10枚 セット
コンパクトバスタオル
使い勝手がいいコンパクトバスタオル。収納にも使用感
としても最適な、フェイスタオルとバスタオルの中間サ
イズのタオルです。●日本製 ( 今治 ) ●約60x100cm ●
綿100% グレーコンパクトバスタオル10枚セット

商品コード

楽天・うまいもの広場
（株式会社ハリカ）

30,000 pt

普段使いの今治フェイス&バスタオル1週間セット
(フェイスタオル7枚､バスタオル7枚)
灰白(クリーム)

毎日いつでも清潔に、そして安心安全に使える普段使い
の iimin フェイスタオルとバスタオルのお得な1週間 ( 各
7枚 ) セット。銀イオンによる高い除菌効果に加え、今治
タオルの柔らかな肌触り、吸水速乾性を併せ持った高品
質なタオルです。サイズはフェイスタオル幅34×長さ
80cm、バスタオル幅60×長さ120cm

今治直送タオル通販 HACOON
（株式会社ファイブ）

22,000 pt

商品サイズ：高さ約60cm、幅約20cm 商品内容：サンス
ベリア信楽焼鉢植え1鉢、信楽焼鉢皿1枚、育て方のしお
り付き 注意事項 沖縄へのお届けは不可。植物につき、
大きさや形が多少異なる場合がございます。

必要ポイント数

E1007-0002

必要ポイント数

サンスベリア信楽焼鉢植え

株式会社モア・トゥリーズ・デザイン
必要ポイント数

●日本製●使いやすい薄型形状で収納性が抜群です●薄
型のアルミフレームで収納時約2cm の薄さです●ラバー
状素材で床に優しい脚部●組立不要ですぐに使える ｢組
立て完成品」です●素材：アルミ、ABS 樹脂

商品コード

●町家などで見られる竹を交差して作られた囲いのこと 世界的プロダクトデザイナー・深澤直人氏がデザインし
を「矢来」と呼び、そのイメージから生まれた文様です● た「まな板」
。高知県産ヒノキのまな板は、用途に合わせ
江戸切子は、色の付いた硝子と透明の硝子の二層構造の て、マルチに使用できます！まな板だけでなく、
「お皿」
硝子の表面を職人がグラインダーで一つ1つ丹精を込め 「鍋敷き」
「プレート
（台）
」としても活用いただけます。サ
て、削り磨いて出来上がるものです●素材：色被せソー イ ズ：S/227mm × 280mm M/255mm × 350mm L
ダガラス
/350mm ×350mm
CS ショップ
（CS サーヴ株式会社）

20,000 pt

【セキスイ】
アルミフレーム ランドリ−スタンド
（現品約60×72×125cm/収納時約60×2×
144cm/耐荷重約10kg）

必要ポイント数

E1227-0003

必要ポイント数

CS ショップ
（CS サーヴ株式会社）

【江戸切子】
重ね矢来 ペアオールドグラス
（瑠璃
「まな板3点セット」
色・銅赤色×各1）
直径約8.3×高さ8.7cm/容量約
design by プロダクトデザイナー深澤 直人
200ml

商品コード

18,000 pt

◆自動でゴミ袋を梱包。本体内部に空気排出器を搭載し
ており、梱包されたゴミ袋を取り出すと空気を排出して、
ムダな空間なく自動で次のゴミ袋をセットしてくれます。
◆完全密封技術により、ゴミ袋の中に臭いを閉じ込め、
悪臭発生を防ぎます。◆2000mAh のバッテリーを搭載
し、一度の充電で1カ月以上の使用が可能

OXO 正規販売店プラスエフ
（株式会社フォルム）

pt

必要ポイント数

OXO ポップコンテナコンプリートセット
【ライト】 【townew】
TOWNEW T1 全自動スマート
ホワイト
（おしゃれで機能的な保存容器 合計11
ゴミ箱 ホワイト TWN1001
（240×420×
点。)
310mm 約3.3kg）

RINSEI SHOP
（凛成株式会社）
商品コード

14,300 pt

E1525-0002

マイクロナノバブル シャワーヘッド

株式会社三洋堂

必要ポイント数

枕と眠りのおやすみショップ！
（まくら株式会社）

商品コード

E9800-0001

必要ポイント数

34,000 pt

サンスベリア8号鉢
（信楽焼鉢カバー付き）
商品サイズ：高さ約70cm、幅約30cm 商品内容：サンス
ベリア8号鉢1鉢、信楽焼鉢カバー1個、育て方のしおり
付き 注意事項 沖縄へのお届けは不可。植物と鉢は別
送になります。植物につき大きさや形が多少異なる場合
がございます。
楽天・うまいもの広場
（株式会社ハリカ）

マークの説明
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政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

ご注意ください

●申込みを行なった商品の変更・キャンセルは一切できません。
●掲載商品は令和 3 年 4 月 30 日時点のものです。
在庫切れ等により、提供できない商品が含まれている場合が
あります。

詳細は P5 を
ご覧ください

必要ポイント数

E7182-0002

34,000

pt

フタの真ん中についているボタンを押すだけで開閉がで
き、ポップアップしたボタンはそのままハンドルとして
使えます。ワンタッチ操作で密閉が可能なおしゃれで機
能的な保存容器のセットです。レクタングルショート (4
個 )スモールスクエアミニ、ショート、ミディアム( 各2個 )
その他 ( 各サイズ×1個 )

微細な気泡を毛穴まで届けるミストに､ ワンタッチで切
り替えて使える画期的なシャワーヘッド。ウルトラファ
インバブルを含んだ洗浄力の高い超微細空気混合水を
ヘッドに内蔵された特殊機構で作り出し､ シルクに包み
込まれるような上質な肌感触を実現。抜群の洗浄効果で
顔 ･ 肌 ･ 髪を美しくし､ さらには節水効果も高い特長が。

49,500 pt

OXOポップコンテナコンプリートセット
【フル】
ホワイト
（おしゃれで機能的な保存容器 合計23
点。
）

OXO 正規販売店プラスエフ
（株式会社フォルム）

【日本製包丁 和 NAGOMI 関刃物】
包丁スタンドセット & 包丁セット
（牛刀、三徳、
パン切り包丁、ペティ、パーラー）

一般的なバスタオルよりも一回り小さいサイズの「お風
呂タオル」と、一般的なフェイスタオルよりも少し長め
の「シャワータオル」
。どちらも「ちょうどいい」サイズ
感がとてもおすすめなタオルセットです。お風呂タオ
ル：40×120cm シャワータオル：34×100cm 素材：綿
100% 生産国：日本
（今治タオル）

商品コード

E8367-0034

必要ポイント数

10,000 pt

本革バッグ専門店 avril
（アブリル）
（株式会社アシュリー）

グッディポイント EC サイト
（グッディポイント株式会社）

必要ポイント数

商品コード

E8142-0001

未成年交換不可

地場産品

19,000 pt

ナチュラルカラーがあたたかな、ナラの無垢材を丸く
削り出した、ラウンド型の木製壁掛け時計です。○直径
280 ×本体厚み 22
（針の厚みを加えた場合の厚み：およ
そ37）mm クォーツ式ムーブメント
（単3 電池 1個使用）
本体：ナラ材
近藤産業株式会社

問

上▶事業名・サービス名
下▶
（交換商品事業者名）

P22 〜 31

商品コード

必要ポイント数

13,000 pt

E9617-0005

木のおもちゃ 東濃ひのきの無塗装ブロックセット
「ジオブロック・ハニーブロック・ウッドバー」
36ピース

東濃桧の無塗装ブロック。
『ジオブロック』(3×3.5×
3.5(cm)12個 )『ハニーブロック』( 大：3×9×1.7(cm)2
個、中：3 × 6 × 1.7(cm)4 個、小：3 × 3.5 × 1.7(cm)6
個 )『ウッドバー』( 大：3×3×8.7(cm)6個、小：3×3×
6(cm)6個 ) の3種類。インテリアにも。
有限会社夢幸望
商品コード

必要ポイント数

E8712-0001

20,000 pt

伊万里コレクション 絵変わり そば千代口揃
（伊万里焼）
口径8cm×高さ6.2cm /5ヶ入/
化粧箱入

初期伊万里を忠実に再現し現代に合う器として伊万里コ
レクションと名付けました。絵変りで楽しんで頂ける染
付のそば千代口です。※手造りのため、色合い、柄、サイ
ズ等若干違う場合がございます。

伊万里のうつわ 古川陶磁器
（有限会社古川陶磁器）

交換商品の詳細は、交換商品事業者にお問い合わせください。
各事業者の問い合わせ先は P35 以降に事業者コード順に掲載しています。

P32

P32 〜 33

P33 〜 34

P35 〜 40

参考資料／
巻末

未

必要ポイント数

wood clock 280OK

スーツケースファクトリーポイント商品
（有限会社トマックス）

商品に関する注意

P21 〜 22

交換商品
事業者一覧

●ダイアル式 TSA ロック標準装備●360度回転自在の4
輪キャスター●外面、内面に合計5つのポケットがあり、
抜群の収納力●外ポケットは上下共にジャバラのように
前に広がり、出し入れする時にも便利●雨の日でも安心
の撥水加工。雨を弾いて荷物が濡れるのを防ぎます●ハ
ンドルの高さは2段階に調節可能

みらい
（合同会社みらい）

P14 〜 21

ベビー・
キッズ用品

千年の伝統を持つ鞄の産地、兵庫県豊岡市で作られた「豊
岡製鞄」
。手頃なサイズ感でタウンから旅行まで幅広く
ご使用いただけるショルダーバッグです。カラー：黒 / サ
イズ：約 W23× H23× D8cm/ 素材：本体 - 牛革 内装 ナイロン ショルダーベルト / アクリル

トマックス ソフトキャリー32L
（TSAロック装備
/360度回転自在の4輪キャスター）
55×35×25cm
ブラック

〇ツールレスで簡単刃物交換〇高回転6.000min ＋高い
トルク〇楽らくモード +3スピード〇全ての操作が手元
で可能〇キックバック時に刃物がストップ〇女性にも軽
やかに、扱いやすく〇18v 充電式草刈機230min
（刈込機）
〇高さ1,836 幅633 高さ463
（mm）
質量 ( バッテリー含
む )3.0kg

防災・
避難用品

サイズ (cm)： 縦13.3×横7×厚さ0.8 カラー：キャメ
ル 重さ：45g 素材：本革（牛革）カード入れ×5 軽く
持ち運びに最適。高級感のある落ち着いた雰囲気で使え
ば使い込む程に深まる味わいに。ファスナーは YKK。沢
山入る小銭入れ完備。

E1993-0003

マキタ / 草刈機 / MUR190SDST / 充電式

P11 〜 14

P31 〜 32

豊岡製革ショルダーバッグ(ブラック)

15,000 pt

58,000 pt

E9625-0026

お風呂のソムリエ SHOP ！
（バスリエ株式会社）

本革製 スマートウォレット 財布 カードも入る
小銭入れ カードケース スリム

商品コード

必要ポイント数

P8 〜 11

福祉・
介護用品

4,000 pt

商品コード

99,200 pt

今治タオル16枚セット
【バスタオル8枚・フェイス
タオル8枚】
グレー&ホワイト2色セット

必要ポイント数

E9307-0001

ミラブル正規販売店：
（株）
J アライアンス
（株式会社 J アライアンス）

必要ポイント数

E3941-0003

お祝いギフトランド
（株式会社ギフトセンターかさい）

TVCM でお馴染みのシャワーヘッド ( 正規品 ) 安心の正
規販売店。浴室のシャワーヘッドを取り替えるだけで、
ウルトラファインバブルが毛穴やシワの間に入り、汚れ
を吸着してきれいに洗い流してくれます。※バランス釜
タイプには使用できません

P2 〜 7

スポーツ・
健康増進

包丁5本＋特製包丁スタンドのセット。■牛刀 / 刃渡り：
205mm ■三徳 / 刃渡り：180mm ■パン切り包丁 / 刃渡
り：205mm ■ペティ / 刃渡り：155mm ■パーラー（皮
むき）/ 刃渡り：90mm ■特製包丁スタンド / 本体：アル
ミニウム
（サテン仕上げ）

ミラブルplus
(全長約160mm※接続部除く 全幅約70mm
※突起部含む)

食料品・
飲料

68,000 pt

商品コード

44,900 pt

E7957-0001

地場産品

フタの真ん中についているボタンを押すだけで開閉がで
き、ポップアップしたボタンはそのままハンドルとして
使えます。調理中や、片手がふさがっていても、ワンタッ
チ操作で密閉が可能です。おしゃれで機能的な保存容器
のセットです。各サイズ×1（ミニスクエアミディアム1
個 +2個おまけ付）

必要ポイント数

商品コード

50,000 pt

E7182-0001

フィッシュセール
（Fresh Speed 株式会社）

E0085-0001

必要ポイント数

必要ポイント数

雑貨・
日用品

光のエネルギーを利用して乾かす。温風ドライヤーでは
水分量が減少、光ドライヤーは水分量が上昇。光ドライ
ヤーは約1.9倍水分を多く残す結果に。さらに従来の約
半分の電力 (600W) で乾かす省エネ設計。新設計のラン
プユニット
（特許出願中）
からの光照射で髪の毛を乾燥す
る新技術ドライヤー。

商品コード

商品コード

インテリア

フィッシュセール
（Fresh Speed 株式会社）

maxellマクセル llexamレクサム 光ドライヤー
（特許出願中）
髪にしっかり水分を閉じ込めながら
乾かす光のドライヤー

商品コード

pt

ウルトラファインミスト「ミラブルplus」シャワー
ヘッド 塩素除去機能 シルクに包み込まれるよう
な上質な肌感触を実現

必要ポイント数

E6727-0012

43,900

E6727-0013

OXO 正規販売店プラスエフ
（株式会社フォルム）
商品コード

必要ポイント数

E1234-5678

家電

OXO ポップコンテナコンプリートセット
【スタンダード】
ホワイト
（おしゃれで機能的な保存容器 合計18点。
）

商品コード

商品コード
事業者コード

巻頭

商品コード

事業者コードに
ついては右記を
ご参照ください。

P41 〜
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https://goods.greenpt.mlit.go.jp

掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
地場産品

商品コード

必要ポイント数

E8142-0003

22,000

pt

商品コード

必要ポイント数

E8142-0002

22,000

wood clock 330OK

チョコレートブラウンが美しい、ウォールナットの無垢
材を丸く削り出した、ラウンド型の木製壁掛け時計です。
○直径330 ×本体厚み 22（針の厚みを加えた場合の厚
み：およそ37）
mm クォーツ式ムーブメント
（単3 電池
1個使用）
本体：ウォールナット材

ナチュラルカラーがあたたかな、ナラの無垢材を丸く
削り出した、ラウンド型の木製壁掛け時計です。○直径
330 ×本体厚み 22
（針の厚みを加えた場合の厚み：およ
そ37）mm クォーツ式ムーブメント
（単3 電池 1個使
用）
本体：ナラ材

必要ポイント数

食料品・飲料

E1176-0001

27,000 pt

【バレノココ】
スーツケース46L [ダブルキャスター
･軽量フレーム･TSAロック標準装備]
BLN-2383 カーボンブラック

●サイズ：外寸62.0 x 41.5 x 25.0 cm（容量約46L）●
カラー：カーボンブラック●材質：ポリカードネイト、
ABS 樹脂●重量：3.8kg ●ダブルキャスター、軽量フレー
ムモデル、TSA ロック標準装備●360度回転ダブルキャ
スターで静かで安定した走行●機能的なシングルトロー
リーハンドル

澄み切った白磁に手描きした優雅なシクラメンのペア珈
琲椀皿です。※手造りのため、色合い、柄、サイズ等若干
違う場合がございます。
【カラー】
：シクラメン

伊万里のうつわ 古川陶磁器
（有限会社古川陶磁器）

商品コード

商品コード

35,000

pt

肉類

世界的建築家・隈研吾氏がデザインした「つみき」
。建築
的な要素を取り入れた「つみき」の組み方は無限大！イ
ンテリアオブジェとしても愉しめます。宮崎県諸塚村
産スギ（FSC 認証）の無垢材を使用したつみきは、職人
さんが手作りで仕上げています。
【1ピースのサイズ：縦
11cm ×横12cm ×奥行4cm】

商品コード

46,000 pt

●ワンタッチ キャスターロック システム搭載●狭い場
所でも自由自在の4輪キャスターにはグリスパック機構
を採用●トップ & サイドハンドルは自然に倒れて邪魔に
ならないオートリターンハンドル● TSA ロック標準装
備●軽くて丈夫なアルミ深溝フレーム構造を採用。きっ
ちりと閉まり、衝撃にも一層強く安心です

40,000

商品コード

pt

商品コード

45,000 pt

金箔押桜文 陶額 F0号
（有田焼）
陶板13.5 ×17.5cm
額縁30×33.5cm /化粧箱入

京都の金閣寺と同じ質の金箔を使っています。その金箔
を使い文様を描く技法を金箔押陶額といい琥山窯独自の
技法として親しまれ確立しています。※手造りのため、
色合い、柄、サイズ等若干違う場合がございます。

伊万里のうつわ 古川陶磁器
（有限会社古川陶磁器）

必要ポイント数

E5169-0005

51,000 pt

浅賀のオリジナル石彫刻招き猫です。猫の表情と
動きが可愛く玄関や庭において皆を笑顔にします。
おしゃれで気品も感じます。高さ27cm

創作の招き猫です。作家の味わいが出ています。素材は
御影石。サイズは約高さ27幅17奥行13cm。重さは約
15kg。色はグレー。手彫りです。心を込めて作りました。
ご希望に応じて簡単な文字を刻めます。

食料品・飲 料
肉類

石の彫刻 浅賀
（株式会社綜合美術工房）

必要ポイント数

2,500 pt

ケンボロー手づくりハム工房
ケンボロー芙蓉ポークバラしゃぶしゃぶ用
280g

必要ポイント数

E8712-0003

●容量：約35L ●ブレーキロックシステム搭載● TSAロッ
ク搭載●ワンタッチ キャスターロック システム搭載●
軽くて丈夫なアルミ深溝フレーム構造を採用。きっちり
と閉まり、衝撃にも一層強く安心です●シェルの材質は
衝撃に非常に強いポリカーボネイト100%。耐熱・耐寒
性にも優れているので安心です

スーツケースファクトリーポイント商品
（有限会社トマックス）

E7980-0001

石の彫刻 浅賀
（株式会社綜合美術工房）

スーツケースファクトリーポイント商品
（有限会社トマックス）

BALENO EXEスーツケース
（TSAロック/軽量
ポリカーボネイト製ボディ）
75.5 x 53 x 29cm
マットブラック

商品コード

作家浅賀の1つ1つ丁寧な手彫り作品です。素材は石。サ
イズは約高さ24幅14奥行14cm。重さは約12.5kg。色
はグレーです。創作品なので全て同じではありません。
希望に応じて簡単な文字を刻めます。

BALENO EXEビジネストローリー
（TSAロック
/360度回転4輪キャスター）
40×45×26.5 cm
マットブラック

必要ポイント数

32,600 pt

浅賀のオリジナル石彫刻シーサーA。愛嬌のある
顔でお迎えです。室内外に置けます。とても可愛
い温もりのある作品。高さ24cm

必要ポイント数

E1993-0001

必要ポイント数

E5169-0003

作家が丁寧に制作したふくろう。素材は石。サイズは約
高さ22幅18奥行14cm。重さは約10kg。色は黒っぽい
グレー。ご希望に応じて簡単な記念の文字を手彫りいた
します。

株式会社モア・トゥリーズ・デザイン

E1993-0002

30,500 pt

石の彫刻 浅賀
（株式会社綜合美術工房）

「つみき」42ピース特別セット
design by 建築家 隈 研吾
（7・13・22ピース×各1箱セット）

商品コード

商品コード

彫刻家が創る石の置物「ふくろうwelcomeわが
家へ」浅賀正治のオリジナルです。人々に優しい
心を沸き上がらせる作品。高さ22cm

必要ポイント数

E1227-0001

必要ポイント数

E5169-0002

ヒューミリティ グリーンポイント
（株式会社ヒューミリティ）

22,000 pt

E8712-0002

近藤産業株式会社

商品コード

必要ポイント数

色鍋島シクラメン文 ペア珈琲椀皿 化粧箱入り
椀口径7.1×高さ6.6cm 皿径13.8cm（伊万里焼）

wood clock 330WN

近藤産業株式会社

商品コード

pt

商品コード

必要ポイント数

E7980-0002

3,000 pt

ケンボロー手づくりハム工房
ケンボロー芙蓉ポークバラしゃぶしゃぶ用
380g

必要ポイント数

3,500 pt

E8827-0002
近江牛餃子 3箱

「旨み、風味、柔らかさ、テクスチャー」の四つの要素をバ 「旨み、風味、柔らかさ、テクスチャー」の四つの要素をバ
ランスよくするために、30年以上の養豚実績で培った独 ランスよくするために、30年以上の養豚実績で培った独
自の飼料設計と万全な健康管理のもと、自社農場で育て 自の飼料設計と万全な健康管理のもと、自社農場で育て
ました。赤身と脂身の絶妙なバランス、口の中でとろけ ました。赤身と脂身の絶妙なバランス、口の中でとろけ
るような脂の旨みすべてが自慢の一品です。
【アレルゲン： るような脂の旨みすべてが自慢の一品です。
【アレルゲン：
該当なし】
【賞味期限：冷凍30日】
該当なし】
【賞味期限：冷凍30日】
富士の湧水
（イワタニ山陽株式会社）

商品コード

富士の湧水
（イワタニ山陽株式会社）

近江牛餃子14gx15粒 x3箱
【原材料アレルゲン表示：乳成
分・小麦・大豆・ごま・豚肉・牛肉】

しゅうぼう本舗
（株式会社味紀行うち川）

マークの説明
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政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

ご注意ください

●申込みを行なった商品の変更・キャンセルは一切できません。
●掲載商品は令和 3 年 4 月 30 日時点のものです。
在庫切れ等により、提供できない商品が含まれている場合が
あります。

詳細は P5 を
ご覧ください

必要ポイント数

3,500

E0510-0003

pt

豚バラ肉を太刀切りにカットして、そのまま吊るしてス
モークしました。製品全体にスモークがかかった香り豊
かなベーコンです。
【アレルゲン：乳・卵・小麦】
【賞味期限：
冷蔵30日】

塩麹を使ったタレにじっくりとつけ込み、低温熟成を
162時間することで、素材本来の旨みを引き出し、牛タ
ンの中でもジューシーさと食感を楽しめる部位のみを選
び抜きました。
【アレルゲン：該当なし】
【賞味期限：製造
日より冷凍120日】

富士の湧水
（イワタニ首都圏株式会社）

ケンボロー手づくりハム工房 ケンボロー芙蓉ポー
ク味噌漬け
（ロース味噌漬け105g×3、バラ肉味
噌漬け105g×3）

5,000 pt

商品コード

必要ポイント数

5,000 pt

E4716-0001

株式会社

商品に関する注意

必要ポイント数

6,500 pt

【福島県産】
福島牛サーロイン ステーキ用
150g×3枚
福島県を代表する、福島牛サーロインステーキが味わえ
る贅沢な逸品。シンプルに焼いていただき、塩やワサビ
でワンランク上の福島牛ステーキを食卓で堪能していた
だけます。

肉の秋元本店
（有限会社 肉の秋元本店）

未

未成年交換不可

問

上▶事業名・サービス名
下▶
（交換商品事業者名）

必要ポイント数

6,000 pt

E0828-0006

P32

【福島県産】
福島牛サーロイン すき焼き用
500g
福島県を代表する、福島牛すき焼き肉が味わえる贅沢な
逸品。肉の味がしっかりとしているので、季節野菜や他
の食材と一緒に食していただくと、より一層の福島牛の
美味しさを堪能していただけます。

肉の秋元本店
（有限会社 肉の秋元本店）

E0828-0004

鐘崎

商品コード

P31 〜 32

商品コード

E4909-0002

P32 〜 33

必要ポイント数

7,000 pt

大田原牛100% サイコロビーフカレー
3パック
TV・雑誌で話題の高級和牛『大田原牛』の、特上カルビで
も提供できるようなバラ肉をトロトロになるまで煮込み、
自家製ビーフカレーに仕上げました。ルーに溶け込んだ
大田原牛の甘さ、そして旨さをぜひご堪能ください。
【ア
レルゲン】
：牛肉、原材料の一部に小麦、大豆を含む
【賞味
期限】
：発送より3ヶ月
大田原牛超本店
（株式会社牛超）

交換商品の詳細は、交換商品事業者にお問い合わせください。
各事業者の問い合わせ先は P35 以降に事業者コード順に掲載しています。

P33 〜 34

P35 〜 40

参考資料／
巻末

炭火焼き牛たん
（塩味60g/ 味噌味60g）
各2袋。職人が一
枚一枚炭火で焼き上げ、独自の真空パックでうまみを保
存した炭火焼き牛たんです。ご家庭では、レンジか湯煎
で温めるだけ！簡単にお召し上がりいただけます。
【ア
レルゲン】
：なし
【賞味期限】
：要冷蔵 製造より30日

商品コード

富士の湧水
（イワタニ近畿株式会社）

P22 〜 31

交換商品
事業者一覧

仙台名産 鐘崎 炭火焼き牛たん詰合せ⑥

5,000 pt

E1129-0003

P21 〜 22

ベビー・
キッズ用品

アイシス GIFT
（有限会社アイシス）
必要ポイント数

E2808-0002

必要ポイント数

P14 〜 21

防災・
避難用品

神戸南京町「皇蘭」の神戸牛肉まん＜10個＞

富士の湧水
（イワタニ近畿株式会社）

6,000 pt

商品コード

猪肉より柔らかく、豚肉よりしまりがあり、猪や豚特有
の臭みがなく、豚肉に比べ低脂肪でヘルシー。甘くコク
のある脂肪にはリノール酸が含まれ、とろけるように滑
らかで、口に残らないすばらしい甘みです。
【アレルゲン：
該当なし】
【賞味期限：冷凍60日】

イブ美豚は、特に脂身の旨みと、甘くコクがあるのが特 神戸ビーフ100%、ミンチではなく贅沢にスライス肉を
長です。その味わいをしゃぶしゃぶでお楽しみください。 使い、上品なすき焼き風味の味付けに仕上げております。
【アレルゲン：該当なし】
【賞味期限：冷凍60日】
お手軽にお召し上がり頂けるようレンジアップに最適
な皮にしています。神戸牛のうまみを引き立てる食感と
やわらかさを是非お楽しみください。＜消費期限：冷凍
180日間＞＜アレルギー表示：小麦、卵、乳＞

商品コード

世界に誇る神戸ビーフと優れた四元豚である三田ポーク
を使い煮込みハンバーグを作りました。地元兵庫県産の
極上の材料で仕立てました大井肉店の煮込みハンバーグ
をぜひ、ご賞味ください。
【アレルゲン：小麦・乳】
【賞味期
限：製造後冷凍365日】

P11 〜 14

福祉・
介護用品

イブ美豚 イノブタしゃぶしゃぶ
（ロース200g、
バラ300g、モモ250g）

【神戸 大井肉店】
神戸ビーフと三田ポークの煮込
みハンバーグ
（140g
（固形量100g）
×5）

良質な仔牛と言われているオランダ産「ミルクフェッド
ヴィ−ル（ミルクで育てられた仔牛）
」のタンを、塩麹を
使った陣中秘伝のタレにじっくりと漬け込んだ後に、さ
らに低温熟成をすることで牛タンを柔らかく仕上げまし
た。
【アレルゲン：該当なし】
【賞味期限：冷凍120日】
富士の湧水
（イワタニセントラル東北株式会社）

5,000 pt

5,000 pt

E3783-0003

イブ美豚 イノブタロースステーキ
（130g×5）

必要ポイント数

E1129-0004

必要ポイント数

陣中 仔牛の牛タン丸ごと一本塩麹熟成
（300g）

富士の湧水
（イワタニ山陽株式会社）
商品コード

商品コード

スポーツ・
健康増進

ケンボロー芙蓉ポークと仙台味噌の老舗「
（株）東松山長
寿味噌本舗」
（東松山市）とのコラボレーションにより、
芙蓉ポークの美味しさを限りなく引き出すよう甘さを抑
え、どなたにも召し上がりやすいように最適なお味噌で
漬けました。
【アレルゲン：小麦】
【賞味期限：冷凍30日】

P8 〜 11

しゅうぼう本舗
（株式会社味紀行うち川）

富士の湧水
（イワタニ関東株式会社）

必要ポイント数

E4827-0001

牛肉50g（タレ含む）
、だし120g、おろしわさび、きざみ
のり 各4袋【原材料アレルゲン表示：小麦・大豆・牛肉・
さば・ごま・りんご・ゼラチン】

食料品・
飲料

5,000 pt

商品コード

P2 〜 7

地場産品

熟成の旨味がおすすめな一品となっております。ハムの
本場ドイツの伝統を受け継ぎながら、上質な味わいに仕
上げました。
【アレルゲン：該当なし】
【賞味期限：冷蔵40
日】

必要ポイント数

E7980-0003

5,000 pt

信州ハム 軽井沢熟成詰合せB
（軽井沢熟成ロー
スハム360g、軽井沢熟成ボンレスハム300g）

富士の湧水
（イワタニ首都圏株式会社）

5,000 pt

E8827-0003

雑貨・
日用品

7日間の長期熟成を施し丁寧に造り上げた特級ロースハ
ム、高級感のある木箱に入ったギフトセットです。
【アレ
ルゲン：該当なし】
【賞味期限：冷蔵40日】

必要ポイント数

E0510-0001

必要ポイント数

インテリア

5,000 pt

商品コード

商品コード

近江牛ひつまぶし

富士の湧水
（イワタニセントラル東北株式会社）

信州ハム 特級軽井沢ロースハム
（750g）

商品コード

pt

陣中 牛タン厚切り塩麹熟成
（厚切り塩麹熟成2パック 計240g）

必要ポイント数

E0510-0002

4,000

E4827-0002

富士の湧水
（イワタニ首都圏株式会社）
商品コード

必要ポイント数

E1234-5678

家電

信州ハム 信州の恵み つるし燻りベーコン
（つるし燻りベーコン400g×2、あらぎりわさび
42g）

商品コード

商品コード
事業者コード

巻頭

商品コード

事業者コードに
ついては右記を
ご参照ください。

P41 〜
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https://goods.greenpt.mlit.go.jp

掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
食料品・飲料

商品コード

必要ポイント数

E8434-0003

7,500

pt

商品コード

必要ポイント数

8,000

E1129-0002

商品コード

pt

必要ポイント数

8,000 pt

E4827-0003

松阪牛 焼肉用バラ500g

イブ美豚 イノブタロースステーキ
（
（130g×4） 陣中 牛タン塩麹熟成詰合せ
（霜降り塩麹熟成
×2）
120g×2、薄切り塩麹熟成130g×2）

肉の芸術品とされ、三重が世界に誇る「松阪牛」
。脂ののっ
た松阪牛のバラ肉は柔らかく、ジューシーな味わいが特徴。
とろけるように甘く、口の中に広がる味わいをぜひお楽
しみ下さい。焼肉用バラ肉500g をクール便（冷凍）でお
届けします。

猪肉より柔らかく、豚肉よりしまりがある歯切れの良い
食感。猪や豚特有の臭みが全くなく、甘くコクのある脂
身で味わいはとろけるように滑らかで、口に残らないす
ばらしい甘みです。
【アレルゲン：該当なし】
【賞味期限：
冷凍60日】

うまコレ
（株式会社ピコス）
商品コード

富士の湧水
（イワタニ近畿株式会社）
必要ポイント数

肉類／魚介類

E2022-0003

塩麹を使ったタレにじっくりとつけ込み、低温熟成を
162時間することで、素材本来の旨みを引き出しました。
牛タンの部位の中でも最も稀少な「タン元霜降り」部位
と牛タン一本を薄くスライスし、全部位を楽しめる「薄
切り」の詰合せです。
【アレルゲン：該当なし】
【賞味期限：
製造日より冷凍120日】

8,000 pt

商品コード

富士の湧水
（イワタニセントラル東北株式会社）
必要ポイント数

商品コード

8,300 pt

E3870-0004

必要ポイント数

9,000 pt

E7565-0008

贅沢な切り落とし 佐賀牛500g

最上川ポーク肩ロースブロック4kg

飛騨牛ロースステーキ400g

圧倒的な知名度の佐賀牛を今回は佐賀牛切落しとしてお
届け！肥沃な大地で育った深みある肉汁とジューシーさ
を熱いまま口に頬張ってみてください。
【内容量】
：佐賀
牛切り落とし500g【アレルゲン】
：なし【賞味期限】
：1ヵ
月

庄内平野で育った庄内豚の肩ロース肉をそのままお届け
いたします。手作りチャーシューや、豚の角煮などお好
みの調理方法でお楽しみください。肩ロースブロック約
2kg ×2

岐阜県が誇る銘柄牛、飛騨牛は、恵まれた自然環境の中
で徹底管理された血統が織りなす最高のお肉で、きめ細
やかでやわらかく、網目のような美しい霜降りと豊潤な
味わいが特長です。アレルギー表示：牛肉

山形特産品市場庄内なんでも屋
（株式会社イグゼあまるめ）

株式会社フルーム
商品コード

必要ポイント数

E8364-0001

10,000

pt

最高級A5 ランク仙台牛！サーロインステーキ2
枚箱詰め

商品コード

47club
（トキノ屋食品株式会社）

必要ポイント数

E8364-0002

10,000

商品コード

pt

E8792-0028

杜の都仙台名物！肉厚牛タンセット

○200g 〜 220g × 2 枚 ご満足いただける大きさで ○ 1000g
（500g ×2）
おとりよせネット金賞受賞！柔ら
職人が1 枚1 枚カットいたします。冷凍（-18℃以下）に かい本場仙台牛たんの塩味です。冷凍（-18℃以下）にて
て保存ください。開封後はお早めにお召し上がりくださ 保存ください。開封後はお早めにお召し上がりください。
い。
【アレルゲン：牛肉】
【賞味期限：冷凍1ヵ月】
【アレルゲン：牛肉】
【賞味期限：冷凍6か月】

かたい信用やわらかい肉 肉のいとう
（WIDEFOOD 株式会社）
商品コード

E6112-0003

10,000 pt

前沢牛の肩すきやき800g
（400g×2）
奥州市前沢区が誇る前沢牛。北上盆地の豊かな環境と、
生産者の愛情で育んだ味の芸術品です。鮮やかな霜降り
肉、とろけるような舌触りと風味の前沢牛は牛肉品評会
で優秀な成績をあげています。その前沢牛のすきやき用
肩肉800g です。

商品コード

商品コード

14,000 pt

E0374-0035

飛騨牛ロースステーキ800g
岐阜県が誇る銘柄牛、飛騨牛は、恵まれた自然環境の中
で徹底管理された血統が織りなす最高のお肉で、きめ細
やかでやわらかく、網目のような美しい霜降りと豊潤な
味わいが特長です。1枚200g とボリューム満点のステー
キが4枚入っています。アレルギー表示：牛肉

15,000 pt

高級和牛『大田原牛』のイチボや肩ロースなどの赤身の
部位で、適度に霜降りが入った部位ですき焼き・しゃぶ
しゃぶ用にスライスいたしました。赤身ながらも霜降り
が適度に入り、パサつく事なく赤身独特の濃厚な旨味を
そのまま召し上がれます。
【アレルゲン】
：牛肉【賞味期
限】
：発送より1ヶ月

日本三大和牛の一つと言われる山形県特産の米沢牛の中
でも A4または A5（証明書付き）等級で品質の高いもの
を選びました。高級感ある美味しいステーキをお楽しみ
ください。
【アレルゲン】
：牛肉【賞味期限】
：出荷日より3
日以内
（冷凍で届いた場合は出荷日より30日以内）

大田原牛超本店
（株式会社牛超）

17,000 pt

必要ポイント数

特選米沢牛リブローススライス 300g
(すき焼き、しゃぶしゃぶ、焼き肉)

必要ポイント数

E7565-0006

株式会社 GREEN

大田原牛 赤身霜降り部位のすき焼・
しゃぶしゃぶ用スライス500g

ファームス産直ショップ
（ファームス有限会社）
商品コード

茨城が誇るブランド豚「常陸の輝き」は肉質が柔らかく、
脂身が甘いのが特徴でとてもおいしいお肉です。その常
陸の輝きのロース肉を味噌漬けにしました。ご一緒に常
陸の輝きで作った豚の角煮 ( トンポーロー ) と花巻のセッ
トをお付けいたしました。
【アレルギー】
：豚肉、鮭、大豆、
小麦
【賞味期限】
：30日

必要ポイント数

E4909-0001

10,000 pt

幻の茨城ブランド豚 常陸の輝きみそ漬け
（140g
×3）
&常陸の輝きの角煮と花巻セット
（角煮100g
×3 花巻2個入り×3）

かたい信用やわらかい肉 肉のいとう
（WIDEFOOD 株式会社）

必要ポイント数

必要ポイント数

株式会社ハピエ

商品コード

必要ポイント数

E8364-0003

商品コード

18,000 pt

E2607-0001

必要ポイント数

20,000 pt

最高級A5 ランク仙台牛！すき焼き・
しゃぶしゃぶ用セット

宮崎牛 ロースステーキ 180g×4枚

○ 800g たっぷり4 名様でお召し上がりいただけます。
冷凍
（-18 ℃以下）
にて保存ください。開封後はお早めに
お召し上がりください。
【アレルゲン：牛肉】
【賞味期限：
冷凍1ヵ月】

日本食肉格付協会が定める肉質等級の4等級以上のもの
が ｢宮崎牛｣ です。きめが細かくてやわらかな、ステーキ
に最適なお肉です。
【アレルゲン】
：牛肉【賞味期限】
：冷
凍14日

47club
（トキノ屋食品株式会社）

かたい信用やわらかい肉 肉のいとう
（WIDEFOOD 株式会社）

株式会社 井筒屋

マークの説明
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政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

ご注意ください

●申込みを行なった商品の変更・キャンセルは一切できません。
●掲載商品は令和 3 年 4 月 30 日時点のものです。
在庫切れ等により、提供できない商品が含まれている場合が
あります。

詳細は P5 を
ご覧ください

必要ポイント数

E3893-0001

20,000

pt

肉の旨みと鮮やかな霜降りが特徴の前沢牛。
「肉の芸術品」
とも言える前沢牛は、恵まれた自然のなかで、一頭一頭、
丹精込めて育てられた和牛です。※高鮮度冷凍技術によ
り高鮮度を保ったまま、冷凍便でお荷物 をお届けします。
【アレルゲン】
：牛肉【賞味期限】
：90日

必要ポイント数

20,000

E7565-0005

pt

飛騨牛ロースすき焼き用1kg

23,000 pt

白老牛ステーキ・すき焼A ロースステーキ150g
×2枚・肩スライス約400g

厳しい飼育管理を満たした黒毛和種の未経産雌牛のみに
認められる「松坂牛」の称号。A −4以上の肉質のものを
一枚一枚職人が手切りしてお届けします。とろけるよう
に甘く、口の中に広がる風味豊かな味わいをぜひお楽し
み下さい。
小田急おすすめ・ポイント交換わくわくセレ
クション
（株式会社小田急百貨店）

必要ポイント数

E9526-0018

50,000 pt

30,000 pt

商品コード

E4909-0003

霜降りが多い牛とされている「大田原牛」のロースステー
キの中でも、赤身と霜降りのバランスがよく、初めて大
田原牛を食べるというお客様に一番お薦めできるランク
です。霜降り牛を食べ慣れていない方でも十分美味しく
召し上がれます。
【アレルゲン】
：牛肉【賞味期限】
：発送よ
り1ヶ月

商品コード

E7897-0010

商品コード

E4975-0001

必要ポイント数

5,000 pt

問

上▶事業名・サービス名
下▶
（交換商品事業者名）

E5858-0008

必要ポイント数

5,000 pt

P32

無着色辛子明太子460g
博多きよみず無着色辛子明太子は清酒や柚子胡椒などこ
だわりの素材を使った独自の調味液に、鮮度の良いたら
こをじっくりと漬け込みました。ピリッとした辛さのな
かにも深い味わいがあります。アレルギー表示：小麦、カ
ニ、大豆、さば、鶏肉を含む。

商品コード

必要ポイント数

P32 〜 33

6,000 pt

P33 〜 34

超高級海鮮具材を丸ごと使用した高級お茶漬けギフト
セットです。 ギフト以外にも、ご自宅で贅沢な料亭の
味を楽しめるお茶漬けセットを是非ご賞味ください。
◆内容量◆金目鯛茶漬け、鮭茶漬け、炙り河豚茶漬け、蛤
茶漬け、うなぎ茶漬け、磯海苔茶漬け アレルギー表示：
小麦、大豆

P35 〜 40

E8473-0002
高級お茶漬け6種類セット

巣鴨のお茶屋さん山年園
（有限会社山年園）

交換商品の詳細は、交換商品事業者にお問い合わせください。
各事業者の問い合わせ先は P35 以降に事業者コード順に掲載しています。

参考資料／
巻末

色合いが良く粒子感のあるたらこを選別し、優しく丁寧
に手漬けしたたらこと旨味を引き出した程よい辛さの辛
子明太子です。どちらも塩分控えめに仕上げております。
【賞味期限：冷凍180日】

湊水産株式会社

商品コード

辛子明太子の博多きよみず
（株式会社コーワ）

無着色のたらこと明太子セット450g

三陸とれたて市場
（有限会社三陸とれたて市場）

未成年交換不可

P22 〜 31

交換商品
事業者一覧

岩手三陸で水揚げされた魚介類をお刺身にして、最新の
凍結技術 CAS で産地鮮度を封じ込めてお届けします。
一食分ずつ小分けパックになっているので、袋のまま流
水解凍するだけで手軽にお刺身をお召し上がりいただけ
ます。
【アレルゲン】
：イカ・サケ・サバが原魚として含ま
れる場合があります。
【賞味期限】
：冷凍30日

魚介類

ベビー・
キッズ用品

岩手三陸 旬感凍結おさしみセット Cコース
50g入×10袋
（5種類×2袋ずつ）

未

4,000 pt

トレーのまま電子レンジで加熱可能。常温保存が可能な
ので常備食としても大変便利です。●内容：さんま蒲焼 /
いわし蒲焼 / さば味噌煮 / さば水煮 / いわしとごぼうの
生姜煮 / かつおとたけのこの柔らか煮 / たらと野菜の黒
酢煮 /ぶりと大根の炊き合わせ ●アレルゲン：小麦、さば、
大豆、ごま ●賞味期限：製造日より365日

必要ポイント数

E0025-0003

商品に関する注意

必要ポイント数

株式会社阿部長商店

5,000 pt

P21 〜 22

P31 〜 32

三陸食堂バラエティーセット（三陸素材の煮魚惣
菜8種全12パック/常温保存可/
内容量120g〜150g）

辛子明太子の博多きよみず
（株式会社コーワ）
商品コード

株式会社フルーム

P14 〜 21

防災・
避難用品

博多きよみず無着色辛子明太子
【2013年〜2020年モン
ドセレクション8年連続金賞受賞商品】清酒や柚子胡椒
などこだわりの素材を使った独自の調味液に、鮮度の良
いたらこをじっくりと漬け込みました。ピリッとした辛
さのなかにも深い味わいがあります。アレルギー表示：
小麦、カニ、大豆、さば、鶏肉を含む。

圧倒的な知名度の佐賀牛を赤身スライスとしてお届け！
肥沃な大地で育った深みある肉汁とジューシーさを熱い
まま口に頬張ってみてください。
【内容量】
：モモまたは
ウデ400g × 4 パック【アレルゲン】
：なし【賞味期限】
：
到着日から60日

福祉・
介護用品

無着色辛子明太子360g

佐賀牛 ヘルシー赤身スライス1.6kg

大田原牛超本店
（株式会社牛超）

必要ポイント数

P11 〜 14

スポーツ・
健康増進

神戸牛は但馬牛の中から厳しい基準をクリアした選ばれ
た牛肉で、各地に存在するブランド牛のほとんどは但馬
系統の牛になります。その中でも日本が誇る優れたブラ
ンド「神戸牛」は、優れた血統を持つ品種です。他府県牛
との交配を避けながら改良を重ねた牛であり、生まれも
育ちも兵庫県なのです。アレルゲン：
【牛肉】
お肉お米カニ麺惣菜、全国うまいものグルメ
物産店
（株式会社アプコ）

3,600 pt

30,000 pt

52,000 pt

大田原牛 極上ロースステーキ
大田原牛
（国産和牛肉）
約150gX2枚セット

E5858-0009

E2022-0001

必要ポイント数

必要ポイント数

神戸ビーフ 贅沢サーロイン焼肉
（100g×4枚）
&ロースすき焼
（400g）
セット

商品コード

商品コード

P8 〜 11

食料品・
飲料

商品コード

必要ポイント数

【三重県】
松阪牛 焼肉用バラ
（900g）

株式会社山ト小笠原商店

松阪牛独特の霜降り肉、脂が甘く、肉汁が広がります。ア
レルゲン：
【牛肉】

地場産品

肉のキメが細かくステーキやすき焼きに最適なためあえ
てコストの掛かるメス牛を飼育。
「解放牛舎」で飼料に抗
生物質を一切使用せず育てられた、安心安全な黒毛和牛。
【アレルゲン7品目】
：牛肉 【賞味期限】
：冷凍60日 / 解凍
後3日※解凍後は賞味期限にかかわらず、お早めにお召
し上がり下さい。

E3623-0001

P2 〜 7

雑貨・
日用品

E3881-0001

商品コード

20,000 pt

E9526-0068

インテリア

必要ポイント数

必要ポイント数

お肉お米カニ麺惣菜、全国うまいものグルメ
物産店
（株式会社アプコ）

47club
（トキノ屋食品株式会社）

商品コード

商品コード

【A4】
松阪牛ヒレ300g
（2枚入り）

岐阜県が誇る銘柄牛、飛騨牛は、恵まれた自然環境の中
で徹底管理された血統が織りなす最高のお肉で、きめ細
やかでやわらかく、網目のような美しい霜降りと豊潤な
味わいが特長です。アレルギー表示：牛肉

岩手県産株式会社

E1234-5678

家電

前沢牛サーロインステーキ 180g×3枚

商品コード

商品コード
事業者コード

巻頭

商品コード

事業者コードに
ついては右記を
ご参照ください。

P41 〜
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掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
食料品・飲料

商品コード

必要ポイント数

6,000

E7897-0006

pt

阿部長商店 亀洋丸のお刺身用戻りかつおとかつ
おタタキのセット
（冷凍戻りカツオ2筋、冷凍かつ
おタタキ2筋）

気仙沼船籍「亀洋丸
（きようまる）
」が、地元気仙沼に水揚
げした脂乗りの良いお刺身用船凍戻りカツオです。パッ
クのまま流水で解凍後、お好みの厚さに切り分け、醤油
またはポン酢でお召し上がりください。
【アレルゲン】
：
無し 【賞味期限】
：-18度以下で2か月間

商品コード

7,000 pt

魚介類／米類等

高級お茶漬け6種類セット(お茶漬け専用茶付き)
超高級海鮮具材を丸ごと使用した高級お茶漬けギフト
セットです。 ギフト以外にも、ご自宅で贅沢な料亭の
味を楽しめるお茶漬けセットを是非ご賞味ください。
◆内容量◆金目鯛茶漬け、鮭茶漬け、炙り河豚茶漬け、蛤
茶漬け、うなぎ茶漬け、磯海苔茶漬け、お茶漬け専用茶
アレルギー表示：小麦、大豆

贈答用に使用される無着色明太子を食べやすい大きさに
カットした訳あり商品です。小分けにしてありますので
保存に便利。食べる分づつ解凍してお召し上がりくださ
い。
【賞味期限：冷凍180日】

湊水産株式会社

商品コード

必要ポイント数

商品コード

7,000 pt

E6697-0003

高級お茶漬け8種類セット
超高級海鮮具材を丸ごと使用した高級お茶漬けギフト
セットです。 ギフト以外にも、ご自宅で贅沢な料亭の
味を楽しめるお茶漬けセットを是非ご賞味ください。
◆内容量◆金目鯛茶漬け、鮭茶漬け、炙り河豚茶漬け、蛤
茶漬け、うなぎ茶漬け、磯海苔茶漬け、焼海老茶漬け、鮎
茶漬け アレルギー表示：小麦、大豆

岩手三陸 旬感凍結おさしみセット Bコース
50g入×18袋
（6種類×3袋ずつ）

とらふぐちり400g( むき身ぶつ切り200g･ あら200g)/
ふくポン酢12g ×4個 / もみじおろし3g ×4個 ●アレル
ゲン：小麦 ●賞味期限：冷凍30日

岩手三陸で水揚げされた魚介類をお刺身にして、最新の
凍結技術 CAS で産地鮮度を封じ込めてお届けします。
一食分ずつ小分けパックになっているので、袋のまま流
水解凍するだけで手軽にお刺身をお召し上がりいただけ
ます。
【アレルゲン】
：イカ・サケ・サバが原魚として含ま
れる場合があります。
【賞味期限】
：冷凍30日

商品コード

三陸とれたて市場
（有限会社三陸とれたて市場）

必要ポイント数

E3783-0002

8,000

商品コード

pt

8,000 pt

E6697-0002

本場下関直送！国産とらふぐ刺しセット
＜3〜4人前＞

吟味した魚介を独自の調味液と風味豊かな江戸甘味噌で
丁寧に漬け込みました。江戸甘味噌の豊かな香りと魚介
の旨みが調和した、贅沢な美味しさです。
【アレルゲン：
該当なし】
【賞味期限：冷凍60日】

と ら ふ ぐ 刺 身 30cm プ ラ 大 皿 盛 付 / と ら ふ ぐ 皮 刺 し
30g/ ヒレ酒用とらふぐひれ4枚 / ふくポン酢12g ×8個
/もみじおろし3g ×4個 ●アレルゲン：小麦 ●賞味期限：
冷凍30日

富士の湧水
（イワタニ関東株式会社）
必要ポイント数

9,000 pt

必要ポイント数

浜の院 江戸甘味噌仕立て浜町漬
（銀だら・さわら・
銀鮭・ぶり各70g×2、さば90g）

巣鴨のお茶屋さん山年園
（有限会社山年園）

E3881-0002

7,000 pt

本場下関直送！国産とらふぐちりセット
＜3〜4人前＞

必要ポイント数

8,000

必要ポイント数

E0025-0001

ふるさと産直村
（株式会社ふるさと産直村）

E8473-0003

6,000 pt

訳ありカット明太子 720g
（無着色・小分け180g×4）

三陸産のメカブの醤油漬に、本場・三陸産のアワビを柔
らかく煮貝にして製造した三陸海宝漬です。素材本来の
旨味がそのまま生きていて､ 深い味わいです。※解凍後
は冷蔵で保管し、5日以内にお召し上がり下さい。再冷
凍は風味を損ないますのでおやめ下さい。
【アレルゲン】
：
小麦・大豆・あわび・いくら

巣鴨のお茶屋さん山年園
（有限会社山年園）

pt

必要ポイント数

E4975-0015

岩手県産株式会社

E8473-0001

商品コード

商品コード

pt

中村家 三陸海宝漬 350g

必要ポイント数

商品コード

6,000

E3893-0002

株式会社阿部長商店
商品コード

必要ポイント数

商品コード

ふるさと産直村
（株式会社ふるさと産直村）
必要ポイント数

E3783-0001

商品コード

10,000 pt

E0025-0002

必要ポイント数

10,000 pt

王子スモークサーモンスライス
4種類食べ比べセット 合計240g

浜の院 江戸甘味噌仕立て浜町漬
（銀鮭70g×4、
銀だら・さわら各70g×3、えび2尾
（70g）
）

岩手三陸 旬感凍結おさしみセット Aコース
50g入×28袋
（7種類×4袋ずつ）

秋鮭 ( 北海道産 ) スモークサーモン、紅鮭スモークサーモ
ン、トラウトスモークサーモン、アトランティックスモー
クサーモンの味の違いを味わえるセット。そのままでも
ベーグルパンに玉ねぎやクリームチーズと挟んで召し上
がるなど楽しみ方いろいろ。
【アレルゲン】
：さけ 【賞味
期限】
：冷蔵1ヶ月

吟味した魚介を独自の調味液と風味豊かな江戸甘味噌で
丁寧に漬け込みました。江戸甘味噌の豊かな香りと魚介
の旨みが調和した、贅沢な美味しさです。
【アレルゲン：
えび】
【賞味期限：冷凍60日】

岩手三陸で水揚げされた魚介類をお刺身にして、最新の
凍結技術 CAS で産地鮮度を封じ込めてお届けします。
一食分ずつ小分けパックになっているので、袋のまま流
水解凍するだけで手軽にお刺身をお召し上がりいただけ
ます。
【アレルゲン】
：イカ・サケ・サバが原魚として含ま
れる場合があります。
【賞味期限】
：冷凍30日

富士の湧水
（イワタニ関東株式会社）

株式会社山ト小笠原商店
商品コード

必要ポイント数

E7020-0003

10,000 pt

商品コード

三陸とれたて市場
（有限会社三陸とれたて市場）
必要ポイント数

E7020-0019

商品コード

10,000 pt

E7020-0001

必要ポイント数

12,000 pt

佐藤水産 鮭ルイベ漬
（いくら増量タイプ）
425g×2個入

佐藤水産 海鮮 蟹おこわ 6食入・
炙り帆立おこわ6食入 詰合せ(計12食入）

佐藤水産いくら醤油漬(220g×2個）
と
鮭ルイべ漬(215g×2個）
セット

北海道産の旬に獲れた鮭といくらを鮭から作った「鮭醤
油」入りの特製タレに漬け込んだ「鮭ルイベ漬」にさらに
いくらを増量したオリジナル商品、アツアツご飯のぴっ
たりの人気の珍味です。
【アレルゲン】
：小麦、いくら、さけ、
大豆
【賞味期限】
：冷凍60日

北海道産の紅ずわい蟹をふんだんに使い、蟹と道東産の
ツブ貝の海鮮ダシ、お米にしっかり染み込んた「蟹おこわ」
と炙った北海道産ほたて貝柱を海鮮だしの旨味がたっぷ
り詰まったおこわにトッピング。野趣あふれる甲羅と貝
の器入り一層旨味を引き立てます。
【アレルゲン】
：かに、
小麦、大豆
【賞味期限】
冷凍60日

北海道産の旬に獲れた鮭といくらを鮭から作った「鮭醤
油」入りの特製タレに漬け込んだ「鮭ルイベ漬」と、北海
道産の旬の時期に漁獲した生のいくらを味付けした醤油
漬です。解凍して、2品をアツアツご飯に乗せて鮭いくら
の親子丼でお楽しみください。
【アレルゲン】
：小麦、いく
ら、さけ、大豆
【賞味期限】
：冷凍60日

佐藤水産株式会社

佐藤水産株式会社

佐藤水産株式会社

マークの説明
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政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

ご注意ください

●申込みを行なった商品の変更・キャンセルは一切できません。
●掲載商品は令和 3 年 4 月 30 日時点のものです。
在庫切れ等により、提供できない商品が含まれている場合が
あります。

詳細は P5 を
ご覧ください

必要ポイント数

E4975-0003

15,000

pt

商品コード

必要ポイント数

15,000

E0374-0009

pt

商品コード
事業者コード

E1234-5678
商品コード

必要ポイント数

17,000 pt

E6697-0001

国産特選うなぎ 長白焼き 特大 320g (160g×2本)
山椒、蒲焼きのたれ付

本場下関直送！国産とらふぐ贅沢三昧セット
＜4〜5人前＞

1日に数本しか取れない高級品質の貴重品。色合いが良
く、つぶつぶ粒子感のある原卵だけを厳選し、職人が手
間を惜しまずひと腹ひと腹丁寧に手漬けで熟成。そのた
め塩分控えめな優しい味に仕上げています。
【賞味期限：
冷凍180日】

浜松にある創業80年を超える老舗の鰻屋が作る特選う
なぎの長白焼きです。うなぎ屋が使う標準サイズの1.2
倍ほど大きなうなぎを使用しています。食べ応え十分で
脂の乗りもよく、うなぎ好きなら一度は食べていただき
たい逸品です。
【アレルゲン】
：小麦、大豆【賞味期限】
：製
造より冷蔵で4日、冷凍で30日

とらふぐ刺身30cm プラ皿盛付 / とらふぐ皮刺し30g/
と ら ふ ぐ ち り 400g( む き 身 200g･ あ ら 200g)/ つ み
れ200g/ とらふぐ唐揚げ400g( ぶつ切り200g･ あら
200g)/ ヒレ酒用ふぐひれ4枚 / ふくポン酢12g ×7個 /
もみじおろし3g ×7個 ●アレルゲン：卵 ･ 小麦 ･ 乳●賞
味期限：冷凍30日

商品コード

必要ポイント数

20,000 pt

【三陸気仙沼産】
ふかひれ姿煮(味付)尾びれ
（約100g×2枚）

お肉お米カニ麺惣菜、全国うまいものグルメ
物産店
（株式会社アプコ）

とらふく料理フルコース3〜4人前
本場下関から熟練の職人が一枚一枚丁寧にひきあげた
本場とらふぐです。養殖とらふく刺身 ( 約170g)30cm
プ ラ 皿、と ら ふ く 切 身 250g、あ ら 250g、と ら ふ く 皮
100g、とらふく干しヒレ5枚、鍋だしの素60g ×2、ポン
酢360ml、柑橘、薬味【アレルゲン】
：小麦【消費期限】
：出
荷日より冷蔵4日

1,000 pt

雪蔵仕込み 新潟県産こしひかり 600g

商品コード

必要ポイント数

3,500 pt

E9542-0001

【北海道直送】
契約栽培米ななつぼし5kg
11年連続特 A 米受賞
（日本穀物検定協会）
の、北海道で最
もポピュラーなお米です。粘り・甘味・ツヤのバランスに
優れる冷めてもおいしい銘柄です。松原米穀が全道の優
良産地・優良生産者から選び抜いて、
「作り手が見えるお
米」として商品化した契約栽培米を、北海道から直接お
届けいたします。

必要ポイント数

E0348-0005

5,500 pt

商品コード

山形県産つや姫ごはん無菌パック36個

未成年交換不可

商品コード

必要ポイント数

8,000 pt

E6112-0001

南魚沼産コシヒカリ10kg
（5kg×2袋）

ファームス産直ショップ
（ファームス有限会社）

問

上▶事業名・サービス名
下▶
（交換商品事業者名）

E9542-0003

必要ポイント数

6,500 pt

P32

10年連続特 A 米受賞（日本穀物検定協会）の北海道が全
国に誇る高級ブランド米「ゆめぴりか」と、11年連続特
A 米受賞の「ななつぼし」の豪華食べ比べセットです。松
原米穀が全道の優良産地・優良生産者から選び抜いて、
「作り手が見えるお米」として商品化した契約栽培米を、
北海道から直接お届けいたします。

商品コード

E5768-0001

必要ポイント数

9,000 pt

【秋田県】
秋田県産 あきたこまち 10kg
（甘みと、
ほど良い粘りのあるバランスのとれたお米です）
●絶世の美女として知られる秋田県出身の小野小町から
その名をとった「あきたこまち」●もちもちと粘りのあ
る食感が特徴で、冷めても美味しく、お弁当やおにぎり
に最適です●日本のお米の中では味、食感など非常にバ
ランスのとれたお米です
生活雑貨のお店「SP 混む」
（株式会社シンプルプラス・コム）

交換商品の詳細は、交換商品事業者にお問い合わせください。
各事業者の問い合わせ先は P35 以降に事業者コード順に掲載しています。

P32 〜 33

P33 〜 34

P35 〜 40

参考資料／
巻末

未

商品コード

P22 〜 31

P31 〜 32

ドリームライスネット
（株式会社松原米穀）

吉兆楽

山形県産「つや姫」を簡単に味わえるパックごはん。レン 「天恵」とも言える自然環境と農家の人々の努力が、見事
ジや湯せんで温めるだけですぐに食べられます。学生や に調和し、結実したお米です。刈り入れから、精米、袋詰
単身赴任の方に大人気！！200g ×36パックお届けいた めまで一貫して生産地「南魚沼」で行います。真珠のよ
します。
うに炊きあがったご飯は、おかずが無くても食べられる
と大好評です。直近年度米でお届けします。食味ランキ
ング「特 A」米
（日本穀物検定協会認定）

商品に関する注意

●「宮城県産ひとめぼれ」はお米を見て、食べて一目惚れ
して欲しいという願いを込めて名づけられました●食感
は弾力が強く、甘み、ツヤのある人気のお米です●ほど
良い甘みと粘りで飽きのこない、どんな料理にもあうオー
ルマイティなお米です

【北海道直送】
契約栽培米食べ比べセット
計10kg

米どころ新潟で特に食味評価の高い魚沼産こしひかり。
日本穀物検定協会の米の食味ランキングでは20年以上
連続で特 A 評価を獲得した実績がございます。
【アレル
ゲン】
：なし 【賞味期限】
：なし

山形特産品市場庄内なんでも屋
（株式会社イグゼあまるめ）

【宮城県】
宮城県産 ひとめぼれ 5kg
（食感は弾力が
強く、甘み、ツヤのあるお米です。ほど良い甘みと
粘り！）

P21 〜 22

交換商品
事業者一覧

E3870-0002

6,000 pt

魚沼産こしひかり 5kg

必要ポイント数

7,200 pt

必要ポイント数

E2509-0001

株式会社

5,000 pt

つばさギフト
（株式会社つばさギフト）

商品コード

米処 うつくしま
（株式会社安藤米穀店）

E6362-0001

必要ポイント数

ベビー・
キッズ用品

福島県の中通りコシヒカリになります。味も価格も当社
の自信作です。当社食味鑑定士・お米マイスター推奨の
商品です。原材料：福島県田村産コシヒカリ1等米100%
※最新年度のお米で精米したてを発送いたします。
（新
米は毎年10月以降の予定）

商品コード

防災・
避難用品

福島県田村市・匠の米「田村コシヒカリ10kg」
(5kg×2袋)

P14 〜 21

福祉・
介護用品

ドリームライスネット
（株式会社松原米穀）

吉兆楽

商品コード

米類等

スポーツ・
健康増進

作り手の努力と新潟の豊かな土壌が育む新潟県産こしひ
かり。独特の甘みと粘り、炊きあがりの香りと艶やかさ。
そのお米を雪蔵に保管することで一年中美味しくお届け
します。
【アレルゲン】
：なし 【賞味期限】
：なし

P11 〜 14

株式会社 井筒屋

必要ポイント数

E2509-0022

24,000 pt

E2607-0002

食料品・
飲料

商品コード

必要ポイント数

地場産品

吉切さめの尾びれ約100g ×2。世界的に有名な三陸気
仙沼産の良質なフカヒレを丁寧に加工後、天日で完全乾
燥しながら自然殺菌し、味付けされたのがこの姿煮です。
上品な歯応えと豊富なコラーゲンは古来より長寿の食品
として珍重されています。アレルゲン：
【小麦】

商品コード

P8 〜 11

雑貨・
日用品

E9526-0004

株式会社

ふるさと産直村
（株式会社ふるさと産直村）

株式会社ハピエ

インテリア

湊水産株式会社

P2 〜 7

家電

開けた瞬間がたまらない！極上1.8Kg木樽★愛情
たらこ
（無着色）

巻頭

商品コード

事業者コードに
ついては右記を
ご参照ください。

P41 〜
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掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
食料品・飲料

商品コード

必要ポイント数

E3623-0002

10,000

pt

商品コード

必要ポイント数

12,000

E5520-0002

商品コード

pt

越後ファーム 雪蔵出し
新潟県魚沼産こしひかり＜15kg＞

昼夜の寒暖差が大きい山間地帯特有の気候条件のもと、 ●ゆめぴりかは、アミロースが低いことによる「ほどよ
お米本来の旨味をじっくりと蓄えた美味しいお米です。 い粘り」と、タンパク質の低さによる「炊きあがりの見た
（5kg ×2袋）
目」が特徴です●魚沼産コシヒカリは、冬に積もった雪
が春にはミネラルをたっぷり含んだ雪解け水となりおい
しいお米を育みます●アレルギー：特定原材料7品目に
該当なし●消費期限：365日●保存方法：常温
小田急おすすめ・ポイント交換わくわくセレ
ジーンライフストア
クション
（有限会社 ZEEN）
（株式会社小田急百貨店）
商品コード

必要ポイント数

米類等／飲料・酒類／その他食料品

E2509-0013

17,000 pt

3大ブランド米 食べ比べセット
（各5kg
計15kg）

商品コード

甘く、粘りがあって香りも良い「新潟県魚沼産こしひかり」
は、米の産地ブランドの中でもトップに君臨する美味し
いお米です。越後ファームの雪蔵出し新潟県魚沼産こし
ひかりは、精米・出荷する直前まで玄米を雪蔵で保管し
ています。雪蔵保管することにより、年間を通して新米
のような美味しさでお届けする事ができます。
アイシス GIFT
（有限会社アイシス）

必要ポイント数

商品コード

20,000 pt

E2022-0002

佐賀県産『さがびより』白米20kg
（5kg×4 袋）

吉兆楽

米作りに最適な気候風土の北海道「美瑛」
。耕作に恵まれ
た土地条件により安心・安全な美味しい米づくりを目指
しています。ほどよい粘りと甘み、つややかで美しい炊
き上がりの美瑛産ゆめぴりかをぜひ味わってください。
ご注文をいただいてから精米し、産地から直送します！
うまコレ
（株式会社ピコス）

必要ポイント数

E2607-0003

29,000

22,500 pt

北海道美瑛産ゆめぴりか30kg
（5kg×6袋）

株式会社フルーム

商品コード

必要ポイント数

E8434-0002

魚沼産こしひかり、北海道産ゆめぴりか、山形県産つや姫。 11年連続特 A 評価！佐賀県自慢のさがびよりを、さらに、
日本を代表する3大ブランド米の食べ比べセットです。
【ア お米マイスターが厳選して精米したてをお届け！【内容
レルゲン】
：なし 【賞味期限】
：なし
量】
：白米20kg（5kg ×4 袋）
【アレルゲン】
：なし 【賞味
期限】
：精米から180日
（未開封状態）

株式会社

15,000 pt

E4716-0002

【北海道&新潟県】
ブランド米2種 食べ比べセット
計10kg(北海道産ゆめぴりか5kg、新潟県魚沼産
コシヒカリ5kg）

【新潟県】
魚沼産 コシヒカリ
（10kg）

必要ポイント数

商品コード

pt

必要ポイント数

3,000 pt

E2229-0001

ダイヤモンド褒賞受賞米 魚沼産こしひかり
20kg (5kg×4袋)

南部美人 特別純米酒
（720ml）

飲料・酒類

毎年、数千の応募が日本国内はもとより、海外からも あ
る国内最大規模のお米のコンクール「米・食味分析鑑定
コンクール」において、最高峰のダイヤモンド賞を受賞
した、最高の魚沼産コシヒカリをご堪能ください。
【アレ
ルゲン】
：なし
【賞味期限】
：なし

南部美人の定番なお酒です。地元、岩手県二戸市産の特
別栽培米「ぎんおとめ」を主原料としています。ふわっと
優しい果実の香りと上品な米の旨みで後味すっきり。幅
広い料理に合う究極の食中酒を目指しました。※インター
ナショナルワインチャレンジという世界的なコンテスト
にて、2017年日本酒部門第1位に輝きました。
南部美人 蔵元直送ネットショップ
（株式会社南部美人）

株式会社 井筒屋
商品コード

必要ポイント数

E8329-0003

5,000 pt

商品コード

国産茶葉を100% 使用した、香り高く、まろやかで味わ
い深い緑茶飲料です
（無香料・無調味）
。

5,000 pt

E3064-0003

7,000 pt

商品コード

純米大吟醸は、南部美人の商品の中でも最高峰に位置す
るお酒で、JAL のファーストクラスで機内酒にも採用さ
れたこともあります。純米大吟醸の芳醇な香りと濃密な
味わいがバランス良く表現された格調高いお酒です。特
別な日に飲んでいただきたい日本酒です。
南部美人 蔵元直送ネットショップ
（株式会社南部美人）

必要ポイント数

E3881-0004

商品コード

10,000 pt

10,000 pt

食塩無添加 南郷トマトジュース ストレート
100% 夏秋 720g x 6本

ケルシュ、アルト、インディアペールエール、スタウト。
この4種の飲み比べが出来るセット。北海道国定秀峰横
津山麓の豊かな自然が溶け込んだピュアで爽やかな天然
アルカリイオン水を使用。それぞれの個性と生きた酵母
が生み出す豊かな香りのクラフトビールです。
【アレル
ゲン】
：なし 【賞味期限】
：冷蔵1ヶ月

南部美人 蔵元直送ネットショップ
（株式会社南部美人）

必要ポイント数

E5287-0003

南部美人 あわさけスパークリング箱入
（720ml） 大沼ビール 330ml×8本入
瓶内二次発酵で、グラスに注いだ時にシャンパンと同じ
ように一筋の泡が立ち上がる日本酒のスパークリングで
す。心地よい吟醸香、優しい口当たり、スパークリングの
爽やかさもありながら、後味にしっかりと米の旨味が残
るバランスの良い awa 酒です。

7,000 pt

南部美人 純米大吟醸
（720ml）

TOMOS ポイントサービス
（合同会社 TOMOS）
必要ポイント数

必要ポイント数

E2229-0002

●内容量：350ml ×18本●アレルギー：特定原材料7品
目に該当なし●特定保健用食品：許可番号1346●苦味
が少なく、飲みやすい味わいで、食事によく合い、無理な
く毎日飲み続けられるさっぱりとした後味に仕上げまし
た●脂肪の多い食事を摂りがちな方、血中中性脂肪が高
めの方、体脂肪が気になる方におすすめです

ドリンク屋
（阪神酒販株式会社）

E2229-0003

商品コード

【サントリー】
黒烏龍茶
（350ml×18本）
特定保健用食品

伊藤園 おーいお茶 525ml PET × 24本

商品コード

必要ポイント数

「南郷トマトジュース ストレート100% 夏秋」は、程よ
く酸味が残る完熟の一歩手前の南郷トマトだけを贅沢に
使用した無塩、無添加、100% のトマトジュースです。収
穫後3日以内に−18℃で冷凍にする独自製法で、旨味成
分を増加・凝縮させ、酸味・旨味のバランスが良い味わい
に仕上げています。
東北ヒロヤ・おつまみ問屋
（株式会社東北ヒロヤ）

株式会社山ト小笠原商店

マークの説明
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政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

ご注意ください

●申込みを行なった商品の変更・キャンセルは一切できません。
●掲載商品は令和 3 年 4 月 30 日時点のものです。
在庫切れ等により、提供できない商品が含まれている場合が
あります。

詳細は P5 を
ご覧ください

必要ポイント数

E0348-0036

12,000

pt

E3604-0161

必要ポイント数

12,000

pt

黒霧島パック 25度 1ケース
（1.8L×6本入）

洗練されたクリアな味、辛口。さらりとした口当たり、 黒麹仕込みの味わいを最新鋭の設備と当社独自の仕込み
シャープなのどごし。キレ味さえる辛口ビールです。名 で再現した「黒霧島」
。黒麹の醸すうまさは、トロッとし
称：アサヒビールスーパードライ内容量：350ml 48缶原 たあまみ、キリッとした後切れにあります。
材料 ：麦芽、ホップ、米、コーン、スターチ 賞味期限：製
造から9か月注意事項※未成年者の飲酒は法律で禁止さ
れております。

商品コード

株式会社カネイ岡
必要ポイント数

13,000 pt

獺祭焼酎③ (720ml×3本) M-32

獺祭 磨きその先へセットM-1
(その先へ720ml×1、二割三分720ml×1)

P8 〜 11
株式会社カネイ岡

必要ポイント数

27,000 pt

商品コード

E1277-0003

必要ポイント数

34,000 pt

霊峰月山を主峰とする出羽三山や朝日連峰に囲まれた山
形県庄内地方で醸造された月山ワイン。手軽に楽しめる
豊穣神話シリーズ、国産ワインのおいしさを自信を持っ
てお届けするソレイユ・ルバンシリーズ、甘酸っぱい山
ぶどう酒、オリジナル酒などワイン好きの方にお勧めの
12本をセットにしてお届けします。

獺祭シリーズの最高峰！常識的な純米大吟醸で踏み出せ
ない酒質を目指しました。獺祭の製造過程の精米、洗米、
製麴、仕込み、搾りの全てにおいて今、持てる最高の技術
や知識などを詰め込んだ商品。美しい香りと両立する味
の複雑性・重層性と長い余韻を持っています。(720ml ×
1本 )

山形特産品市場庄内なんでも屋
（株式会社イグゼあまるめ）
商品コード

E9824-0009

必要ポイント数

100,000 pt

アサヒ スーパードライ 500ml缶
24本入り×12ケース

贈答品・名産品・酒類・食品小売業
（株式会社まつもと）
商品コード

E9824-0063

必要ポイント数

110,000 pt

サントリー ザ・プレミアム・モルツ
500ml缶×24本入り×12ケース

E4309-0004

1,000 pt

余ったポイントにオススメ 北本トマトカレー
200g

幹事さんの味方！景品パーク！
（株式会社ディースタイル）
商品コード

必要ポイント数

商品コード

E7579-0019

必要ポイント数

3,500 pt

2,600 pt

P32

完熟きんかんジャム2個入
きんかんジャム180g ×2個入。完熟金柑たっぷりのマー
マレードです。鹿児島産きび砂糖とさつま芋から抽出し
た発酵調味料で味付けした金柑タップリのジャムです。
トーストに、ヨーグルトに、アイスクリームにどうぞ。
楽天市場内・金柑ジャムのお店サンサンフー
ド
（株式会社サンサンフードクリエイト）
商品コード

E7579-0020

必要ポイント数

3,500 pt

さつま揚げ
（さつま鯛造り・さつま角天・さつま棒
【愛媛県】
あんちょび入りじゃこのオイル漬け80g 【愛媛県】
あんちょび入り旨辛じゃこラー油80g
〈4
天・さつま上棒天・さつま丸天各3、さつまゴボウ巻・
〈4本〉
セット
本〉
セット
薩摩藩・さつまレンコン天各2）
瀬戸内海を中心に、国産の良質なちりめんじゃこを特製
オイルに漬け込みました。程よいごま油の香りとちりめ
んじゃこの旨味が食欲をそそります。ご飯、パスタ、バケッ
トに合わせたり様々なお料理にお使いいただけます。
【ア
レルゲン：ごま】
【賞味期限：常温1年】

富士の湧水
（イワタニ九州株式会社）

商品に関する注意

未

未成年交換不可

IS フーズ直営オンラインショッピング
（株式会社 IS フーズ）

問

上▶事業名・サービス名
下▶
（交換商品事業者名）

ちりめんじゃこ、長ねぎ、生姜、ニンニク、アンチョビな
どをごま油、なたね油でゆっくりと加熱して旨味を引き
出し、ピリ辛が癖になります。ご飯のお友としてはもち
ろんのこと、パスタや冷やっこにトッピングなど幅広く
お使いいただけます。
【アレルゲン：小麦・乳成分・大豆・
ごま・鶏肉・豚肉】
【賞味期限：常温1年】
IS フーズ直営オンラインショッピング
（株式会社 IS フーズ）

交換商品の詳細は、交換商品事業者にお問い合わせください。
各事業者の問い合わせ先は P35 以降に事業者コード順に掲載しています。

P33 〜 34

P35 〜 40

参考資料／
巻末

岡留蒲鉾本舗の職人が一品一品技を注いだ鹿児島伝統の
味。魚肉のすり身を成型し、油で揚げたグルメです。
【ア
レルゲン：小麦】
【冷蔵7日】

P32 〜 33

交換商品
事業者一覧

E8094-0001

3,000 pt

E5797-0001

必要ポイント数

ベビー・
キッズ用品

B 級グルメ界に突如として現れた北本トマトカレー！数
多くのグランプリを受賞！北本名産トマトをふんだんに
使用した、旨味と酸味のコラボレーションは最高！！ト
マト嫌いのお子様にも大丈夫！？お子様にもオススメの
景品です。特定原材料（豚肉、牛肉、小麦、乳、大豆、リン
ゴ含む）

商品コード

防災・
避難用品

その 他 食 料 品

P31 〜 32

株式会社あぷん
必要ポイント数

P21 〜 22

福祉・
介護用品

商品コード

P14 〜 21

スポーツ・
健康増進

株式会社あぷん

P11 〜 14

P22 〜 31

獺祭の最高峰「磨きその先へ (720ml)」と「磨き二割三分 『アサヒスーパードライ 500ml 缶』を12ケースお届け。 日常のご褒美時間に！ちょっと高級なビールを、たっぷ
(720ml)」の2本飲みくらべセット！獺祭の製造過程の 定番のビールを心ゆくまで飲んでください。
りと飲んで頂けるように500ml 缶を12ケースお届け致
精米、洗米、製麴、仕込み、搾りの全てにおいて今、持て
します！
る最高の技術や知識などを詰め込んだ商品「磨きその先
へ」
。飲みくらべると「磨きその先へ」の魅力がよくわか
ります。
贈答品・名産品・酒類・食品小売業
（株式会社まつもと）

P2 〜 7

食料品・
飲料

39,000 pt

まろやかで飲み飽きしない、本格焼酎のベストセラー『麦
焼酎いいちこパック25度 1800ml』 クセが少なく飲
みやすい麦焼酎ですので、焼酎初心者の方にもオススメ
です！

獺祭 磨きその先へ(720ml) M-3

必要ポイント数

E1277-0001

麦焼酎いいちこパック25度 1ケース
（1.8L×6本入）

食の都庄内 月山ワイン12本セット

贈答品・名産品・酒類・食品小売業
（株式会社まつもと）
商品コード

12,000 pt

地場産品

「獺祭焼酎」は、清酒獺祭の剥いだ当日の酒粕をそのまま
蒸留して酒精分を取り出したものです。その製造方法か
ら量的にはたくさん取れませんが、獺祭のきれいな香り
をそのまま焼酎の中に閉じ込めています。アルコール度
数が39%。水割り、お湯割、ストレート、ロック、ハイボー
ル風に (720ml ×3本 )

E3870-0007

E3604-0162

必要ポイント数

雑貨・
日用品

E1277-0032

商品コード

商品コード

インテリア

米処 うつくしま
（株式会社安藤米穀店）

E1234-5678

家電

アサヒ スーパードライ 350ml
24本入×2ケース
（48本）

商品コード

商品コード
事業者コード

巻頭

商品コード

事業者コードに
ついては右記を
ご参照ください。

P41 〜

29

https://goods.greenpt.mlit.go.jp

掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
食料品・飲料

商品コード

必要ポイント数

E5797-0003

3,500

pt

薩摩金柑物語3個入
（ジャム、コンポート甘露煮、
金柑しょうが茶詰合せ）
きんかんジャム180g ×1個、きんかんコンポート（甘露
煮）140g ×1個、金柑しょうが茶190g ×1個。完熟金柑
たっぷりのマーマレードジャム、コンポート
（甘露煮）
、しょ
うがをバランスよく合わせた、ハチミツ入りの金柑しょ
うが茶の詰合せです。( アレルギー品目：オレンジを含む）

商品コード

E5287-0009

3,800 pt

スポーツ・健康増進

辛くて生姜ねぇ 240g x 5個
国産生姜を贅沢に使用し、エゴマ・ハバネロを追加して、
「うまくて生姜ねぇ」とはまた違った辛さを追求した美
味しさです！うどんやそばなどの薬味に、鍋料理の隠し
味に、調味料として絶品です。アレルギー特定原材料：小
麦・大豆

商品コード

4,500

えごま油110g×2本 山形県戸沢村産
山形県「戸沢村エゴマの会」のえごま油。低温でじっくり
焙煎し圧搾していますので、香ばしい風味が魅力です。
緑と最上川の清流の郷「戸沢村」の豊かな自然が育んだ
戸沢村産エゴマ100% ！圧搾法で搾ったα - リノレン酸
が主成分のヘルシーな植物油。毎日スプーン1杯お召し
上がりください。

商品コード

5,000 pt

18g ｘ10粒、スープの素30ml ｘ2袋 / 箱ｘ4箱セット
【原
材料アレルゲン表示：かに・えび・小麦・乳成分・大豆・豚肉・
ごま・鶏肉】

角煮卓袱まんじゅう詰合せ
（角煮卓袱まんじゅう
60g×5、卓袱角煮55g×2、長崎ぶたまん28g×
10）

長崎の郷土料理「卓袱料理」の1品、やわらかく煮込んだ
豚の角煮を、ふんわり生地に挟みこんだ角煮まんじゅう
と、角煮、ひとくちサイズのぶたまんのセットです。アレ
ルギー表示：小麦、大豆、豚肉、ごまを含む。

商品コード

鹿児島県産のかつお節、北海道産の昆布、国内産の原木
栽培椎茸、いわし節、さば節、そうだ節を加えることによ
りコクを出し、こがし醤油と塩、砂糖で下味をつけてい
ます。
楽天市場内・金柑ジャムのお店サンサンフー
ド
（株式会社サンサンフードクリエイト）

5,000 pt

【和歌山県】
JA和歌山農協連 紀州南高梅3種詰合
せ 計16粒400g
（甘口はちみつ梅干×8・うす塩味
梅干×4・天味梅干×4）

●1粒25g 以上の紀州産南高梅 A 級品を美味しく仕上
げた3種類の梅干を和紙風袋にひと粒ずつ丁寧に包装し
て木箱に詰め合わせました●甘口はちみつ梅干（塩分約
6%）×8・うす塩味梅干（塩分約6%）×4・天味梅干（塩分
約4%）×4●16粒 計400g ●アレルギー表示：特定原材
料7品目に該当なし

必要ポイント数

商品コード

商品コード

必要ポイント数

5,000 pt

E5047-0004

ハーゲンダッツ
（バニラ・クッキー&クリーム・イ
チゴ各70ml×4）
、チョコアイス
（バニラ・クランチ・
イチゴ各12ml×7）

一口サイズのチョコアイスボールとハーゲンダッツで人
気のフレーバー3種類が入った”
ラバーズアソート”
をセッ
トにしてお届けいたします。
【アレルゲン：小麦・卵・乳・
落花生】※パッケージは予告なく変更する場合がござい
ます。
イワタニアイコレクト
（イワタニアイコレクト株式会社）

必要ポイント数

E2808-0003

5,000 pt

山吉國澤百馬商店 万能 黒だし
（8.8g×10包入）
×10個入セット

必要ポイント数

E6631-0003

必要ポイント数

E5797-0014

国産ちりめんじゃこをオリジナルラー油とごま油ベース
の特製オイルにそれぞれ漬込みました。ご飯のお友や冷
奴のトッピングなど食卓のお友としてお楽しみください。
【アレルゲン：小麦・乳成分・大豆・ごま・鶏肉・豚肉】
【賞味
期限：常温1年】

リグノートストア
（株式会社 LigNote）

5,000 pt

商品コード

pt

【愛媛】
ちりめんじゃこオイル漬け
〈6本〉
（あんちょ
び入りじゃこのオイル漬け80g3本/あんちょび
入り旨辛じゃこラー油80g3本）

しゅうぼう本舗
（株式会社味紀行うち川）

E3893-0003

4,700

4,000 pt

E5858-0006

必要ポイント数

E7579-0017

必要ポイント数

辛子明太子の博多きよみず
（株式会社コーワ）

IS フーズ直営オンラインショッピング
（株式会社 IS フーズ）

プリプリ海老しゅうぼう 4箱

商品コード

4,000 pt

花のように開いた博多あまおうの中に練乳、イチゴ、マ
ンゴーの3種類のアイスを絞り、苺のフリーズドライを
トッピング。彩りも味わいも華やかなアイスデザートで
す。
【アレルゲン：乳】

必要ポイント数

E8827-0001

商品コード

博多あまおう 花いちごのアイス
（練乳アイス・イチゴアイス×各4・マンゴーアイス
×3）

うまコレ
（株式会社ピコス）
商品コード

梅いちばん
（株式会社梅一番井口）
必要ポイント数

E5047-0006

必要ポイント数

E8434-0001

紀州南高梅 はちみつ入「黄金漬」700g

イワタニアイコレクト
（イワタニアイコレクト株式会社）

pt

3,800 pt

E4307-0010

東北ヒロヤ・おつまみ問屋
（株式会社東北ヒロヤ）

東北ヒロヤ・おつまみ問屋
（株式会社東北ヒロヤ）
商品コード

必要ポイント数

醤油の特製ダレに漬け込んだ生姜の旨みが美味しい逸 皮肌が柔らかく肉厚の紀州南高梅に低塩加工を施し、は
品です！ 国産生姜を贅沢に使用しごはんだけではなく、 ちみつを加えて熟成させた、程よい酸味とほのかな甘み
酒の肴・調味料としても絶品です。焼肉、生姜焼き、冷奴、 が特徴の梅干です。
（塩分約10%）
そうめんの薬味に！アレルギー特定原材料：小麦・大豆

必要ポイント数

E5287-0012

3,700

商品コード

pt

うまくて生姜ねぇ 240g x 5個

楽天市場内・金柑ジャムのお店サンサンフー
ド
（株式会社サンサンフードクリエイト）
商品コード

必要ポイント数

5,000 pt

商品コード

必要ポイント数

5,500 pt

E6112-0002

まきばのスケッチ・森の仲間たち GF−L

仙台名産 鐘崎 笹かまぼこかねささ詰合せ⑲

千本松牧場のアイスクリーム110ml×10個

まきばのスケッチ（225g）×1、森の仲間たち（230g）×
1 ※8種類のクッキー詰め合わせです。
【アレルゲン】
：乳・
卵・小麦・オレンジ・くるみ・大豆・アーモンド【賞味期限】
：
180日

かねささ15枚。化学調味料・保存料・でんぷん・卵白無添
加。魚のすり身と独自の天然調味料、吉次魚醤など自然
の素材だけで作り上げた笹かまぼこ「かねささ」
。鐘崎ら
しい魚のおいしさと、すっきりした後味が魅力の定番の
笹かまぼこです。
【アレルゲン】
：なし
【賞味期限】
：要冷蔵
製造より7日

バニラ3個、ミルク、ロイヤルミルクティー、ミルクコー
ヒー、チョコレート、ストロベリー、宇治抹茶、塩 各1
個 那須の搾り立ての生乳に、クリームなどを加えてコ
クと香りを際立たせました。濃厚な味わいはオーバーラ
ン
（空気含有量）
を抑えることで実現しました。まさに究
極の味です。特定原材料：乳・卵を含む。

岩手県産株式会社

株式会社

ファームス産直ショップ
（ファームス有限会社）

鐘崎

マークの説明
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政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

ご注意ください

●申込みを行なった商品の変更・キャンセルは一切できません。
●掲載商品は令和 3 年 4 月 30 日時点のものです。
在庫切れ等により、提供できない商品が含まれている場合が
あります。

詳細は P5 を
ご覧ください

必要ポイント数

E8168-0002

6,000

pt

商品コード

必要ポイント数

10,000

E2808-0001

pt

商品コード
事業者コード

E1234-5678
商品コード

E0374-0007

必要ポイント数

10,000 pt

仙台名産 鐘崎 笹かまぼこ大漁旗・
炭火焼き牛たんセット①

利尻といえば「昆布」
。そんな利尻昆布を麺に練りこみま
した。昆布そのものの味が濃く香り高い、利尻昆布でと
れた出汁を使用したあっさり塩味のスープがよく合い、
潮の香りをダブルで楽しむことができます。某番組で紹
介され爆発的にヒットした商品です！ ●アレルゲン：小
麦・大豆・豚肉 ●賞味期限：製造日より8ヵ月

大漁旗10枚、炭火焼き牛たん
（塩味60g/ 味噌味60g）
各2 国内で最高級の干し椎茸が生産される大分県で創業以来
袋。化学調味料・保存料不使用で、魚本来のうまみが際立 130余年もの間、大分県産一筋に品種にもこだわってき
つプレミアムな笹かまぼこ大漁旗と、職人が一枚一枚炭 た椎茸問屋が扱う本物の上どんこ ( じょうどんこ ) です。
火で焼き上げた炭火焼き牛たんを詰め合わせました。
【ア 【アレルゲン】
：なし【賞味期限】
：300日
レルゲン】
：なし
【賞味期限】
：要冷蔵 かまぼこ：製造より
7日 / 牛たん：製造より30日
株式会社

鐘崎

株式会社ハピエ

商品コード

必要ポイント数

2,000 pt

スポーツ・健康増進

UVカット折りたたみ雨傘 花柄

オリーバル卸サイト
（オリーバル株式会社）
必要ポイント数

E8163-0002

4,300 pt

アウトドアチェア キャンプ椅子/ ウルトラライ
トフィットチェア ハイバックタイプ ポンコタン
チェア 2021ver.

和柄をモダンなデザインにアレンジ。大事な自転車を単
色の自転車カバーで保護するだけじゃ物足りない。せっ
かくならおうちに合わせて自転車もオシャレに保管した
い。そんな細やかな所までにこだわる方におすすめの自
転車カバーです。
【対応車種】
・20〜29インチの自転車・
子乗せ付き自転車
（前後子乗せにも対応）

5,000 pt

コ ン パ ク ト チ ェ ア の ベ ス ト セ ラ ー「PONCOTAN」
2021モデル。●カラー：シルキーベージュ、チャコール
ブラック ●使用時サイズ：幅58cm ×奥行67cm ×高さ
103cm ●収納時サイズ：13cm ×15cm ×45cm

E6587-0004

5,000 pt

家電製品の企画、卸
（ライソン株式会社）

6,100 pt

商品コード

E1142-0003

必要ポイント数

11,000 pt

ミントグリーンのさわやかなカラーをベースに、ミント
グリーンの濃淡で描かれた和柄の青海波がサイドにデザ
インされたバックパック。●背中を彩る●デザインは和
柄を知り尽くしたプロダクトデザイナーが手がけました。
機能性も充実していて長時間背負っていても快適です。
思わず背負ってお出かけしたくなるバックパックです

ソファのような座り心地で、座る時間がリフレッシュタ
イムになる生地タイプのバランスボール。空気量は調節
でき、付属品のハンドポンプを使って簡単に空気を入れ
られます。洗濯可能。サイズ / 直径約65cm、材質：表面
布 / ポリエステル100%、インナーボール /PVC、耐荷重：
約120kg

未

未成年交換不可

ココチのくらし雑貨店
（株式会社 大和ネットサービス）

問

上▶事業名・サービス名
下▶
（交換商品事業者名）

E6587-0005

必要ポイント数

5,000 pt

【アウトドアマン】
ラバースーツランタン
本体色：赤
サイズ：約470g 約W9.5×D9.5×H19.5cm

衝撃を和らげるラバーボディの LED ランタンです。乳白
色カバーで光を拡散し柔らかみのある灯りで照らします。
昼光色・電球色・昼白色の3色切替。電源ボタンを長押し
すると、お好みの明るさに無段階で調節可能。単3電池を
単1電池として使えるスペーサー付き。

商品コード

E0059-0004

必要ポイント数

19,800 pt

OGK技研 FBC-017DX 自転車用
フロントチャイルドシート 前用子供乗せ
マットブラック

身体にしっかりフィットするから走行時も安心。適用
年齢と身長 / 年齢1歳（12ヶ月）以上4歳（48ヶ月）未満の
お子さまで身長100cm 以下。製品サイズ / 幅500mm
×高さ580〜650mm( ※410〜480mm) ×奥行480〜
510mm
自転車グッズのキアーロ
（テラオ株式会社）

交換商品の詳細は、交換商品事業者にお問い合わせください。
各事業者の問い合わせ先は P35 以降に事業者コード順に掲載しています。

P32

P32 〜 33

P33 〜 34

P35 〜 40

参考資料／
巻末

シーティングボール シェニール ブルー

商品に関する注意

商品コード

P22 〜 31

P31 〜 32

家電製品の企画、卸
（ライソン株式会社）

BIKOT スポーツ用バックパック レインカバー付き
カラー：和柄青海波
（ミントグリーン）
容量：10L

自転車販売業
（株式会社きゅうべえ）

和柄をモダンなデザインにアレンジ。大事な自転車を単
色の自転車カバーで保護するだけじゃ物足りない。せっ
かくならおうちに合わせて自転車もオシャレに保管した
い。そんな細やかな所までにこだわる方におすすめの自
転車カバーです。
【対応車種】
・20〜29インチの自転車・
子乗せ付き自転車
（前後子乗せにも対応）

交換商品
事業者一覧

E4330-0003

必要ポイント数

衝撃を和らげるラバーボディの LED ランタンです。乳白
色カバーで光を拡散し柔らかみのある灯りで照らします。
昼光色・電球色・昼白色の3色切替。電源ボタンを長押し
すると、お好みの明るさに無段階で調節可能。単3電池を
単1電池として使えるスペーサー付き。

必要ポイント数

BIKOT 自転車カバー カラー：和柄格子
（水色とボルドーとベージュの格子模様）

P21 〜 22

ベビー・
キッズ用品

商品コード

4,700 pt

自転車販売業
（株式会社きゅうべえ）

【アウトドアマン】
ラバースーツランタン
本体色：緑
サイズ：約470g 約W9.5×D9.5×H19.5cm

ポンコタンオンライン
（東日本貿易株式会社）

E4330-0001

必要ポイント数

防災・
避難用品

アウトドアチェア キャンプ椅子/
フィットチェア ハイバックタイプ
ポンコタンチェア 2021カチオン織物生地Ver.

商品コード

商品コード

P14 〜 21

福祉・
介護用品

自転車販売業
（株式会社きゅうべえ）
必要ポイント数

E8163-0003

4,700 pt

BIKOT 自転車カバー カラー：和柄よろけ縞
（ブラウンとピンクとベージュの横縞）

ポンコタンオンライン
（東日本貿易株式会社）
商品コード

ポンコタンオンライン
（東日本貿易株式会社）
必要ポイント数

E4330-0002

コ ン パ ク ト チ ェ ア の ベ ス ト セ ラ ー「PONCOTAN」
2021モデル。●カラー：コヨーテ、コーヒー ●使用時
サイズ：幅55cm ×奥行50cm ×高さ65cm ●収納時
サイズ：35cm ×11cm ×11cm

スポーツ・
健康増進

コ ン パ ク ト チ ェ ア の ベ ス ト セ ラ ー「PONCOTAN」
2021モデル。●カラー：コヨーテ、コーヒー ●使用時サ
イズ：幅58cm ×奥行67cm ×高さ103cm ●収納時サ
イズ：13cm ×15cm ×45cm

商品コード

アウトドアチェア キャンプ椅子 キャンプチェア
/ ウルトラライトフィットチェア ロータイプ
ポンコタンチェア 2021ver.

P11 〜 14

食料品・
飲料

商品コード

3,600 pt

地場産品

サイズ：全長52/ 直径90/ 親骨50cm 機能：手動開閉折
りたたみ式、紫外線防止、はっ水加工、軽量コンパクト、
ネイルガード付エコバッグブランド、エンビロサックス
の柄が特徴の折りたたみ式傘です。

E8163-0001

必要ポイント数

P8 〜 11

雑貨・
日用品

E2160-0019

商品コード

P2 〜 7

インテリア

株式会社 Souplesse

特選干し椎茸 上どんこ 200g 直径6cm前後
最高級大分産 原木栽培 化粧箱入り

家電

利尻昆布ラーメン 10個入り

巻頭

商品コード

事業者コードに
ついては右記を
ご参照ください。

P41 〜
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https://goods.greenpt.mlit.go.jp

掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
スポーツ・健康増進

商品コード

必要ポイント数

E0059-0007

27,500

pt

OGK技研 最上級モデル RBC-017DX PLUS
グランディア プラス 後ろ用自転車用
リアチャイルドシート マットブラック

適用体重20kg 以下 ( クラス25後ろキャリヤ使用時 ) 体
重22kg 以下 ( クラス27後ろキャリヤ使用時 ) 製品サイ
ズ幅420mm ×高さ790〜810mm( ※540〜620mm)
×奥行540mm ※はキャリヤからヘッドレスト頂点ま
での高さ製品重量約4.8kg

商品コード

E7921-0001

35,000 pt

福祉・介護用品

【5ダースセット】
タイトリスト PRO V1
ホワイト
（ボールナンバー：1,2,3,4）
ゴルフボール【タイプ】3ピース【スピン】ロングゲームス
ピン量：少ない / アイアンスピン量：やや多め / ショート
ゲームスピン量：多い
【フィーリング】
非常にソフト
【弾道】
中弾道 進化したトータルパフォーマンスと非常にソフ
トな打感。ボール初速の向上と進化した飛距離性能を実
現。

E9477-0001

100,000

商品コード

36,000 pt

お好みに合わせて振動の種類を変えられる本格エクササ
イズマシーン。ボードの上に立って乗る、足や腕だけを
乗せるなど、さまざまな部位にアプローチすることがで
きるため、気になる部位と全身のスタイルアップをサポー
トします。寸法：幅750×高さ209×奥行き430mm/ 質
量：約24kg/ カラー：ピンク
グッディポイント EC サイト
（グッディポイント株式会社）

必要ポイント数

E7849-0003

127,000 pt

防災・避難用品

Broil King カナダ製BBQグリル
【Garmin】
ガーミン サイクルコンピューター
「ポータシェフ120」 プロパンガスでもキャンプ
Edge1030Plusセット 010-02424-60
用ODガス缶でも使えます！
カナダ製ガス BBQ グリル『Broil King』日本総代理店・総
輸入元が提供する「ポータシェフ120」は、1kg ステーキ・
土鍋パエリアから自家製ピザまで”
お庭でBBQ”
をオシャ
レにグレードアップ！
【本体寸法】
：117 (W) x 93 (H) x
54 (D) cm 本体質量：18kg

Miyarin ポイント交換
（株式会社宮本輪業）
必要ポイント数

E6598-0002

福祉・介護 用 品

●内容 Edge1030Plus 本体、HRM-Dual、ケイデンスセ
ンサー Dual、スピードセンサー Dual、延長アウトフロ
ントマウント、microUSB ケーブル、ストラップ、マニュ
アル●仕様サイズ58 x 114 x 19 mm、重量124 g、ディ
スプレイ3.5インチ (88.9 mm)

有限会社日本 OMC
商品コード

63,000 pt

【DOCTORAIR】
3DスーパーブレードPRO
ピンク

GDO ゴルフショップ
（株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン）
商品コード

必要ポイント数

E8367-0016

セット内容：ウッドアイアン用13個、パター用1個、計14
個セット ARCCOS Caddie はラウンド中の全ショッ
トを
【自動トラッキング】
、コース攻略に欠かせない
【GPS
ゴルフナビ】
、記録したデータをあらゆる角度から
【スタッ
ツ分析】
。ゴルフを可視化してあなたのゴルフをサポー
トします。

必要ポイント数

pt

お祝いギフトランド
（株式会社ギフトセンターかさい）

ARCCOS Caddie Smart Sensors/
全自動ショットトラッキングセンサー
（ブラック/グリーン）

GDO ゴルフショップ
（株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン）
商品コード

ダブルコンロで大人数のバーベキューに、シングルコン
ロでソロキャンにも最適！家族で楽しむステイホームも
パーティにも大活躍です！上部直径約292/ 下部直径約
220/ 高さ約210 mm 重量： 2.8 kg

必要ポイント数

E4018-0001

35,000 pt

ロータスグリル バーベキューコンロ
（292×220×210 mm）
G282 (S) お試し炭付
グレー×グレー ペアセット

CARA トレード ポイント交換
（合同会社 CARA トレード）
商品コード

必要ポイント数

E0085-0081

●簡単に設営でき、サッと日差しから守ります。家族や
仲間で楽しい時間を過ごせるレジャーセットです●セッ
ト内容：テント（200×200×130cm）･BBQ コンロ（52
×28×54cm）
･ テーブル
（90×60×70cm）
×各1、チェ
アー
（27×28.5×41cm）
×2

必要ポイント数

E4018-0020

30,000

商品コード

pt

【STKコレクション】
レジャーセット
（テント×1･BBQコンロ×1･テーブル×1・
チェアー×2）STK30S

自転車グッズのキアーロ
（テラオ株式会社）
商品コード

必要ポイント数

4,700 pt

【ケース販売】
ネピアテンダー パッド
なんでもパッド 30枚×6パック

商品コード

必要ポイント数

E7920-0002

商品コード

6,200 pt

【ケース販売】
ネピアテンダー
テープタイプ Mサイズ 24枚×3パック

ベビー・キッズ用品

ストレス、産後、骨盤底筋の低下など、様々な理由で女性
なら誰にでも起こる可能性がある尿もれ。失禁用布ナプ
キンとして正式に意匠登録完了しました
（第1433915号）
生地には消臭効果のあるブリーズブロンズを採用。消臭
試験の結果、排せつ臭（尿臭・汗臭・加齢臭・汗臭・便臭）に
対して絶大な効果が証明されています

目安吸収量600ml / 排尿4回分 / ヒップサイズ55〜
105cm / ウエストサイズ50〜105cm/ 原産国 日本 /
商品サイズ 横幅 618 x 高さ288 x 奥行423 (mm) / 商
品重量 8.6kg/ JAN コード 4901121459554

JEWLINGE
（匠ソリューションズ株式会社）

株式会社サンコー

商品コード

防災・避難用品

株式会社サンコー

必要ポイント数

E5911-0001

9,300 pt

E6598-0003

消臭軽失禁パッド 3枚セット [ 水分ケア用 /
軽い尿もれ / 15cc対応 / 21.5cm ]

目安吸収量600ml 排尿4回分 / 製品サイズ 20.5 × 49
cm/ 原産国 日本 / 商品サイズ 横幅 466 x 高さ399 x
奥行326 (mm)/ 商品重量 7.5kg/ 商品サイズ /JAN コー
ド 4901121655703

必要ポイント数

1,800 pt

【N-FORCE】
ヘッドライト SC-200B
明るさ200ルーメン 防災・登山・アウトドアに

商品コード

必要ポイント数

3,000 pt

E5911-0002

【N-FORCE】
ヘッドライト SP-260R
《単3電池で明るく長持ち》防災やアウトドアに

N-FORCE ブランド製 LED ヘッドライト（SC-200B）防
災・登山・散歩などに。幅広い年齢層に人気■最大200
ルーメン■自由な角度調整■防水仕様■単4電池×3本
で使用■連続点灯時間 強モードで約8時間■6カ月保
証 ライト本体：横59mm/ 縦40mm/ 奥行35mm
小売
（株式会社 CORVETTE）

N-FORCEブランド製 LEDヘッドライト
（SP-260R）
防災・
アウトドア・散歩など幅広く使えます■最大1000ルー
メン（他社参考値）■防水・防塵・耐衝撃■単三電池×3本
で使用
（エネループ可）
■連続点灯時間 最大14時間■1
年保証ヘッド部：71mm ×45mm ×38.5mm
小売
（株式会社 CORVETTE）

マークの説明
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政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

ご注意ください

●申込みを行なった商品の変更・キャンセルは一切できません。
●掲載商品は令和 3 年 4 月 30 日時点のものです。
在庫切れ等により、提供できない商品が含まれている場合が
あります。

詳細は P5 を
ご覧ください

必要ポイント数

E5911-0003

3,500

pt

N-FORCE ブランド製 LED ランタン（LS-10）防災・アウ
トドア・夜釣りなどに！圧倒的な明るさと電池持ちで大
ヒット中！■楽天ランキング1位獲得■最大100ルーメ
ン■単1電池×3本で使用※電池は別売り■連続点灯最
大70時間■1年保証■サイズ：185×88×88 [mm]

pt

太陽光で蓄電できるスマホ充電用バッテリー
（スマホ、ガラケーなどに使える3タイプのジャッ
ク付き）
158×85×32mm

太陽光で充電できる太陽光パネルが本体以外にも別に付
属しており、太陽光パネルだけでも3〜5日でバッテリー
に蓄電できます。これ1台あると、停電時や非常時でも
iphone やスマホ、ガラケーの充電ができてたいへん便
利です。スマホなどケーブルさえあれば2台同時に充電
もできます。

必要ポイント数

12,900 pt

E3734-0001

LA・PITA 防災セットSHELTERプレミアム1人用
ターコイズ
撥水加工を施した大容量30L リュックに、ラジオライト
/ 保存水 / アルファ米 / エアーマット / 非常用トイレ / ド
ライシャンプー / 歯みがきセット等々、防災士監修厳選
防災グッズを収納した防災セット
（非常用持出袋）
。中身
が簡単に整理ができるよう各グッズはポーチ毎に収納さ
れています。

商品コード

必要ポイント数

18,900 pt

必要ポイント数

19,800 pt

E5016-0001

防災セットSHELTERプレミアム2人用 レッド

防災セットラピタプレミアム1人用 ブラック

撥水加工を施した大容量30L リュックに、ラジオライト
/ 保存水 / アルファ米 / エアーマット / 非常用トイレ / ド
ライシャンプー / 歯みがきセット / 防災アドバイス等々、
防災士監修厳選防災グッズを収納した LA・PITA の防災
セット
（非常用持出袋）
。中身が簡単に整理できるよう各
グッズはポーチ毎に収納されています。

撥水加工を施した大容量30L リュックに2人用としてラ
ジオライト / 保存水 / アルファ米 / エアーマット / 非常用
トイレ / ドライシャンプー / 歯みがきセット等々、防災
士監修厳選防災グッズを収納した LA・PITA の防災セッ
ト
（非常用持出袋）
。中身が簡単に整理できるよう各グッ
ズはポーチ毎に収納されています。

ターポリン生地の防水仕様24L リュックに、ラジオライ
ト / 保存水 / アルファ米 / エアーマット / 非常用トイレ /
ドライシャンプー/ 歯みがきセット/ 防災アドバイス等々、
防災士監修厳選防災グッズを収納した LA・PITA の防災
セット
（非常用持出袋）
。中身が簡単に整理できるよう各
グッズはポーチ毎に収納されています。

防災グッズ・防災セット
（株式会社 LA・PITA）

防災グッズ・防災セット
（株式会社 LA・PITA）

必要ポイント数

E4047-0002

20,000 pt

商品コード

E2725-0003

アットレスキュー

必要ポイント数

37,400 pt

緊急防災29点セット(キャリー付き防災リュック、
停電時にも安心便利な超大容量蓄電池
ヘルメット、LEDラジオライト、防災用簡易ライト、
EVERBright スーパーメガパワーバンク
携帯トイレ他）

株式会社三洋堂

必要ポイント数

E4590-0002

140,000 pt

商品コード

E9625-0002

P31 〜 32

ベビー・キッズ用品

P32 〜 33

ベビー・
キッズ用品

みらい
（合同会社みらい）
必要ポイント数

ホーローおまるフタつき
［20cm/白/ホワイト］
琺瑯 おむつなし育児

E5623-0004

6,000 pt

商品コード

必要ポイント数

E7225-0003

7,000 pt

ベビーフード・北海道産野菜100%プレミアム野
菜フレーク
【ギフトボックス入り80gパック3個
セット】
(目安)生後5・6ヶ月〜

ベビー綿毛布
【オーガニックコットン100%】
【きなり】
【70cm×100cm】

Hokkaido Made Baby Potage
（株式会社 Hokkaido Products）

株式会社チーム・オースリー

自然の香り・甘み等を最大化したプレミアム野菜フレー
ク【内容量】
：とうもろこし ( スーパースイートコーン )、
にんじん、かぼちゃ、じゃがいも ( インカのめざめ )、じゃ
がいも ( 男爵 ) の5種類の中からおすすめの3種類でお届
けします( 組み合わせはお選び頂けません)
【アレルゲン】
：
含有無し
【賞味期限】
：540日間

JEWLINGE
（匠ソリューションズ株式会社）

未成年交換不可

必要ポイント数

問

上▶事業名・サービス名
下▶
（交換商品事業者名）

本体だけでなく、肌に触れるヨコ糸やベースになるタテ
糸、縫い糸やネームタグ、洗濯表示タグなど、すべてに純
オーガニックコットン100% の素材を使用。保温性はも
ちろん、通気性にもすぐれているので、一年中快適に使っ
ていただくことができます。100% 天然を貫いた心地よ
さで赤ちゃんの成長に寄り添います。

交換商品の詳細は、交換商品事業者にお問い合わせください。
各事業者の問い合わせ先は P35 以降に事業者コード順に掲載しています。

P33 〜 34

P35 〜 40

参考資料／
巻末

持ち運びに便利な取っ手が付いていてまるでマグカップ
のようなホーロー製おまるです。授乳中、赤ちゃんを抱
いた状態で使用してもママの負担になりません。産まれ
てすぐからでも使いやすいサイズとなっています。医療
関係の器材などを製造している日本の老舗メーカーオオ
モリ製。

商品コード

交換商品
事業者一覧

E7920-0001

4,500 pt

防災・
避難用品

P32

〇安定電圧100V 〇インバータ制御50/60電子切替〇
発電機：交流、定格出力12V8A、エンジン型式 ( 強制空
冷器 )：4ストローク OHV、排気量：50mL、タンク容量：
2.5L、運転時間目安：11.9〜4.1H、長さ45 幅240 高さ
380
（mm）
、質量：12.7kg、ブルー

商品コード

P21 〜 22

P22 〜 31

カセットボンベで使える携帯発電機です。全長×全幅×
全高：395mm × 221mm × 345mm 重量：10.4kg
使用燃料 カセットボンベ1本 定格連続運転時間：約40
分定格電圧《交流》
：100V 50Hz/60Hz 交流コンセン
ト：許容20A × 2個 USB ポート2口付

162,000 pt

カセットボンベでもガソリンでも使える2WAY の携帯
発電機。15kg という女性でも使いやすいコンパクトさ
とスタイリッシュボディ。アウトドア・屋外作業・災害時
などに役立ちます。■約 D448× W318× H392mm ■
燃料 ガソリン3L、/ボンベ2本■連続運転 ガソリン3.5
〜7.5H、ボンベ1〜2H

未

カセットボンベ式発電機 G-cubic
G700クレマ KG-071

必要ポイント数

インバータ発電機
【EG0900IS】
無鉛ガソリン /
マキタ

商品に関する注意

139,800 pt

株式会社綿半ドットコム

インバーター式 発電機 カセットボンベ&
ガソリン 2WAY (非常用電源 ポータブル電源)

マルモトオンライン
（丸元商事株式会社）

E1700-0001

必要ポイント数

福祉・
介護用品

商品コード

ハイパワー連続100W/ 最大150/ 災害時やアウトド
アでも十分な充電ができる、大容量60000mAh のポー
タブル充電器。モバイルの充電はもちろん、パソコン、扇
風機、小型の冷温庫まで充電可能。LED ライト付き。サ
イズ / 重量
（約）
：213 × 167 × 108mm / 2.1kg

商品コード

アットレスキュー

スポーツ・
健康増進

他に含まれる物：ブルーシート/エアークッション/ウォー
タータンク / 三角巾 / ポリラップ / 防災用簡易ライト / エ
マージェンシーポーチ / 使い捨てマスク / 絆創膏 / 綿棒
セット / ポケットティッシュ / ウェットティッシュ / ア
ルミ温熱シート / 非常用呼子笛 / 滑り止め加工付き軍手
/ 防災ガイドメモ / クッキー / カンパン / 保存水
すず陶グリーン住宅ポイント商品交換サービ
ス
（株式会社すず陶）

防災グッズ・防災セット
（株式会社 LA・PITA）

P14 〜 21

食料品・
飲料

商品コード

アットレスキュー

P11 〜 14

地場産品

防災セットSHELTERプレミアム1人用 レッド

P8 〜 11

雑貨・
日用品

E5016-0003

商品コード

P2 〜 7

インテリア

12,900 pt

商品コード

ラピタジョイエイト
（株式会社ラピタジョイエイト）

三宝株式会社
必要ポイント数

E5016-0002

11,000

E0521-0001

小売
（株式会社 CORVETTE）
商品コード

必要ポイント数

E1234-5678

家電

【N-FORCE】
LEDランタン LS-10
圧倒的な明るさと電池持ち 防災・停電対策に

商品コード

商品コード
事業者コード

巻頭

商品コード

事業者コードに
ついては右記を
ご参照ください。

P41 〜
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掲載されている商品は一例です。
詳しくは、事務局ホームページの
「交換商品を探す」ページをご確認ください。

グリーン住宅ポイント交換商品
ベビー・キッズ用品

商品コード

必要ポイント数

E2344-0007

8,000

pt

mifold ポータブルジュニアシート
【マイフォールド/パーフェクトピンク】
W23.5×D12×H4.5

商品コード

必要ポイント数

E5623-0002

9,000

商品コード

pt

ベビーフード
（出産祝にも）
・北海道産野菜100%
プレミアム野菜フレーク
【ギフトボックス入り80gパック5個セット】

子供の安全こそ我々の情熱であるという観点から開発さ 自然の「香り」
「甘み」等を最大化したプレミアム野菜
れた米国発の革新的なジュニアシート。UN R44/04に フレーク（目安）生後5・6ヶ月〜 【形状・容量・種類】瓶
適合した高い安全性を備えつつ、圧倒的なコンパクトさ （50g）
×5種
（じゃがいも
（男爵・インカのめざめ）
・とうも
と重量約700g というポータビリティで、体重15kg 以上 ろこし・かぼちゃ・にんじん）
【アレルゲン7品目】
：含有無
36kg 以下のお子さまを持つファミリーの快適でスマー し
【賞味期限】
：540日間
トなおでかけをお手伝いします。

商品コード

E5520-0003

自然の「香り」
「甘み」等を最大化したプレミアム野菜フ
レーク（目安）生後5・6ヶ月〜 【形状・容量・種類】クラ
フト袋
（80g）
×5種
（じゃがいも
（男爵・インカのめざめ）
・
とうもろこし・かぼちゃ・にんじん）
【アレルゲン7品目】
：
含有無し【賞味期限】
：540日間

Hokkaido Made Baby Potage
（株式会社 Hokkaido Products）
必要ポイント数

10,000 pt

【アーテック】
Lブロックプライマリー95ピース
（1
歳半から遊べる大きなブロック！縦・横・斜めにつ
ないで大きな作品を作ろう！）

商品コード

Hokkaido Made Baby Potage
（株式会社 Hokkaido Products）

必要ポイント数

E2344-0012

商品コード

10,000 pt

E7895-0001

エルゴベビー・ナチュラルカーブ・ナーシングピロー
/グレー W58×D35×H15cm

●ケースサイズ：約38.5×15×26cm ●材質：ABS 樹脂 「親子でラク」なおっぱいタイムを助ける授乳クッション。
●ブロックカラー：レッド・ブルー・グリーン・イエロー・ エルゴベビーがベビーキャリアで培った「赤ちゃんとマ
ホワイト●セット内容：ケース×1個、ブロック×95ピー マのための快適性」をナーシングピロー
（授乳クッション）
ス●本体質量：約1.2kg ●対象年齢：1歳6ヶ月〜● ST でも実現。前かがみにならなくてもラクで自然な姿勢で
合格品：ST 番号452171877018●国産なので安心 ･ 安 授乳ができる嬉しい設計。
全！
ジーンライフストア
（有限会社 ZEEN）
商品コード

株式会社ダッドウェイ
必要ポイント数

E7895-0018

15,000

pt

Belle&Boo ベルアンドブー おむつポーチ+
マグケース ブーケラッピング
(おむつ3ケ付 サイズ：Sサイズ)

英国の絵本 Belle&Boo( ベルとブゥ ) に登場するうさぎ
のブゥをデザインしたギフトにぴったりの豪華な3点
セット。
・おむつポーチ 約14.5ｘ19ｘ6cm・マグケース
約16ｘ17( 底幅：9.5cm) ｘ8.5cm・おむつ S サイズ (4〜
8kg)3ヶ
輸入雑貨、ベビー、ギフト「子供服バケーショ
ン」
（株式会社バケーション）
商品コード

商品コード

27,800 pt

E-toko アッシュ材 ロングライフ ダイニング
学習チェア ナチュラル W445×D475〜550
×H735mm

1200人の子どもの体型を基に設計した学習用チェア。
足置きは取り外し大人になっても使用可能。アッシュ天
然木を活かし、軽々と持ち運びできるデザインにしまし
た。外側の固定穴を減らし、すっきりした印象に仕上げ
ました。背もたれは手で触れる機会が多いパーツなので、
拭きやすいようメンテナンス性に優れた板背仕様。

赤ちゃんのアレルギー・敏感肌にも優しいオーガニック
コットン100% のおくるみ。ブランケットやおむつ替え
時のシーツ、授乳ケープ、ベビーカーの日除けなど使い
方様々。絵画のような繊細なデザイン。バルーンとモン
ソーマンションの2枚セット。フランス製：96ｘ96cm。
おくるみ、ギフト箱ともにフランス直輸入。
輸入雑貨、ベビー、ギフト「子供服バケーショ
ン」
（株式会社バケーション）
商品コード

E8122-0003

E7849-0004

エルゴベビーキャリア OMNI360 クールエア/
ブラック

商品コード

必要ポイント数

46,000 pt

【ストライダー】
STRIDER 14x [子供用自転車
対象年齢：3歳半〜7歳くらいまで]

親子のラクがずっとつづく、新生児から使用可能なエル
ゴベビー・ベビーキャリアのプレミアムモデル。高い通
気性と、軽く、乾きやすいメッシュ製の「クールエア」仕様。
対面抱きやおんぶ、前向き抱き等、4通りもの抱き方が可
能で、耐荷重も20kg までとこれ1つでずっと長く使え
ます。

必要ポイント数

Miyarin ポイント交換
（株式会社宮本輪業）
商品コード

29,000 pt

●カラー：スティールブルー●フレーム ：スチール製●
ホイールサイズ ：14inch ●重量 ：6.5kg（ペダルユニッ
ト有り）
●シート高調整範囲 ：38cm 〜 55cm ●ハンド
ル高調整範囲 ：65cm 〜73cm ●ペダルユニットの装着
でランニングバイクからペダルバイクへ！2つのモード
搭載
Miyarin ポイント交換
（株式会社宮本輪業）

株式会社ダッドウェイ

50,000 pt

25,000 pt

●お子さまの成長にも柔軟に対応できる、高性能なスポー
ツモデル・より快適に、より安全に、より長く遊べるをコ
ンセプトに開発されたベストセラーモデルです・スポー
ツモデルの特徴ハンドルバーは13mm と細く、小さなお
子様でも握りやすくフィット感の高い樽型グリップを採
用

必要ポイント数

E2344-0001

家具インテリア用品の製造・卸売業
（市場株式会社）
商品コード

E7849-0001

必要ポイント数

AtelierChoux アトリエシュウ オーガニックコッ
【STRIDER】
ストライダー スポーツモデル
トン おくるみ 専用ギフト箱入り 男女どちらにも
[12インチ 高機能スポーツモデル]イエロー
人気の2枚セット

必要ポイント数

E6918-0158

20,000

12,000 pt

うさ耳ボンネット・スタイ・しっぽ付きブルマの3点セッ
トは別々での着用可能。対応サイズ6ヵ月くらいから3
〜4歳までボンネット / ブルマ表地：ポリエステル100%
裏地：綿100% しっぽ：ポリエステル100% スタイ：綿
100% ■原産国：中国ギフトに最適な豪華なブーケラッ
ピングでお届け！
輸入雑貨、ベビー、ギフト「子供服バケーショ
ン」
（株式会社バケーション）
商品コード

pt

必要ポイント数

英国の絵本 Belle&Boo(ベルアンドブー) うさぎ
着ぐるみ コスチューム 帽子・スタイ・ブルマ3点
セット ブーケラッピング

必要ポイント数

E7895-0004

9,000 pt

E5623-0005

ベビーフード
（出産祝にも）
・北海道産野菜100%
プレミアム野菜フレーク
【ギフトボックス入り瓶5個セット】

株式会社ダッドウェイ

必要ポイント数

必要ポイント数

E3921-0135

120,000 pt

にほんのつくえ neu(ノイ)デスク50

コンビ ベビーカー ホワイトレーベル ラベリタ
エッグショック AL

外寸：幅100cm ×奥行50cm ×高さ104cm 天板寸法：
幅100cm × 奥行50cm ×厚さ2cm 天板高さ 調整7段
階 棚寸法：棚高さ調整 8段階【素材】
：国産ひのき無垢材
※ 組立はお客様にてお願い致します。配送は玄関先ま
でとなります。

●対象月齢：1カ月〜36カ月頃
（体重15kg 以下）
●本体重
量：6.7kg
（フル装備重量：6.9kg）
●サイズ 開：W510×
D850〜890× H1100mm 閉：W510× D450〜700
× H780〜960mm リクライニング 110°〜160°●
カラー：ウルバニタカーキ
エコ & ナチュラル Man ー Nen
（株式会社アリエシステム）

株式会社キシル

マークの説明
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政策カテゴリー

新

「新たな日常」に
資する商品

省

省エネ・環境配慮に
優れた商品

防

防災関連商品

健

健康関連商品

家

家事負担軽減に
資する商品

子

子育て関連商品

地

地域振興に資する商品

交換商品事業者一覧
グリーン住宅ポイント交換商品を提供している
事業者の一覧を次ページより掲載しています。
事業者コード順に記載していますので、
あらかじめ交換商品ページにて
事業者コードをご確認ください。

●

事業者情報の記載例
事業者コード※

E1234

事業名・サービス名（交換商品事業者名）

グリーン住宅サービス
（株式会社 グリーンポイント）

E1234-5678

電話番号

00-0000-0000

対応時間

10時〜18時
（毎週木曜、12/28〜31は除く。お正月は17時まで対応）

※商品コードの頭の 5 桁が事業者コードです。

交換商品一覧は P 7 をご覧ください。
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グリーン住宅ポイント交換商品事業者
参考資料

事業者コード※

事業名・サービス名（交換商品事業者名）

電話番号

対応時間

E0025

三陸とれたて市場
（有限会社三陸とれたて市場）

0192-44-3486

午前9時～午後6時 ( 日曜 ･ 祝日 ･ 夏季休暇 ･ 年末年始を除く )

E0059

自転車グッズのキアーロ（テラオ株式会社）

0120-377-573

9～17時30分 ( 土日祝日は除く )

058-213-8020

9:00～18:00( 土日祝日を除く )

E0085

お祝いギフトランド
（株式会社ギフトセンターかさい）

グリーン住宅ポイント交換商品事業者

E0165

Present For（PresentFor 株式会社）

075-754-8940

9時～16時 ( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝祭日 ･ 年末年始などを除く )

E0348

米処 うつくしま（株式会社安藤米穀店）

0247-82-0166

平日9:00～17:00( 土日祝､ 年末年始除く )

E0374

株式会社ハピエ

03-4455-3988

10時～17時 ( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝祭日 ･ お盆 ･ 年末年始など除く )

E0510

富士の湧水（イワタニ首都圏株式会社）

06-6261-7114

9:00～17:15( 土日祝 ･ 年末年始 (12/28～1/5) は除く )

E0521

三宝株式会社

03-3980-1721

10～17( 土日祝は除く )

0942-84-0825

9:00～17:00( 土､ 日､ 祝日､ 年末年始除く )

E0582

Gift Studio（ギフトスタジオ）
（一般社団法人地域交流推進協議会）

E0660

株式会社 GLOBAL

050-3637-9686

E0751

株式会社アミコム

0438-40-5512

10～18時 ( 日 ･ 祝 ･ 夏季休暇 ･ 年末年始休暇は除く )

E0828

肉の秋元本店（有限会社

0248-46-2350

10:00-17:00( 土日祝日は除く )

04-7114-2805

平日10時～15時 ( 土日祝日は除く )

042-776-2025

木日祝除く9時～17時

0120-129-122

10～16時 ( 土日祝日は除く )

E0855
E0929
E1007

肉の秋元本店）

キッチン雑貨のお店 エコキッチン
（エコキッチン株式会社）
枕、寝具の販売（株式会社山田朱織枕研究所）
枕と眠りのおやすみショップ！
（まくら株式会社）

10～17時 ( 土日祝日は除く )

E1129

富士の湧水（イワタニ近畿株式会社）

06-6261-7114

9:00～17:15( 土日祝及び年末年始 (12/28～1/5) は除く )

E1142

ココチのくらし雑貨店（株式会社 大和ネットサービス）

06-6791-7136

平日10時～16時 ( 土日祝 , 夏季休暇 , 年末年始除く )

E1173

眠りのお部屋（株式会社ヴァレア）

045-511-7023

10:00-17:00( 水 / 日 / 祝定休 )

E1176

ヒューミリティ グリーンポイント
（株式会社ヒューミリティ）

0120-814-020

10時～17時30分 ( 土日祝日､ 年末年始は除く )

E1227

株式会社モア・トゥリーズ・デザイン

03-5770-3969

11:00～17:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 夏季休暇 ･ 年末年始等除く )

E1269

陶磁器製造販売
（株式会社スプリングショウ）

0120-978-171

平日9:00～17:00( 土日祝除く )

0820-22-0325

10～17時 ( 第二水曜日､ 毎木曜日は除く )

E1277

贈答品・名産品・酒類・食品小売業
（株式会社まつもと）

E1525

MIZSEI SHOP（株式会社水生活製作所）

0581-23-0570

9:00～17:00( 土日祝日は除く )

E1700

株式会社綿半ドットコム

03-5361-6594

11:00～16:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝日を除く )

E1734

インターネット通販サイト「うさマート」
（株式会社宇佐美鉱油）

0120-533-114

平日9:00～17:00

E1993

スーツケースファクトリーポイント商品
（有限会社トマックス）

0120-837-029

10時～17時30分 ( 土日祝日､ 年末年始は除く )

E2022

株式会社フルーム

E2091

繊維工業（サンローズ株式会社）

0533-68-7333

9:00～17:30( 土日祝日は除く )

E2160

オリーバル卸サイト（オリーバル株式会社）

06-6967-6268

9～18時 ( 土日祝日は除く )

0195-23-3133

8:00～16:00( 土 ( 隔週 )･ 日 ･ 祝日 ･ 年末年始など除く )

E2229
36

各事業者・商品に関する詳細については、事務局ホームページを
ご覧いただくか、直接電話でお問い合わせください。

南部美人 蔵元直送ネットショップ
（株式会社南部美人）

090-4862-0506

9:00～19:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝祭日 ･ 年末年始などを除く )

https://goods.greenpt.mlit.go.jp
事業名・サービス名（交換商品事業者名）

電話番号

対応時間

10:00～17:30( 土日祝､ 年末年始除く )

E2344

株式会社ダッドウェイ

045-471-3459

9:00～17:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝祭日 ･ 年末年始 ･ お盆など除く )

E2405

株式会社ハッシュ

0120-787-199

10:00～16:00( 土日祝日は除く )

E2509

株式会社

025-783-3070

8:30～17:30( 日曜 ･ 祝日 ･ 年末年始を除く )

E2607

株式会社 井筒屋

093-522-2921

10時～19時 ( 元旦は除く )

E2725

株式会社三洋堂

0120-75-3410

10～17時 ( 土日祝日は除く )

E2808

株式会社

鐘崎

0120-535-161

9時～18時 ( 年中無休 )

生活雑貨のお店 イロドリ
（株式会社アズプロダクツ）

0120-978-171

平日9:00～17:00( 土日祝除く )

E2885

吉兆楽

UPTOWN FURNITURE（株式会社東馬）

0952-44-5888

平日9時～17時 ( 土日祝､ GW､ お盆休み､ 年末年始除く )

E3035

インターネット通販（株式会社シバデン）

0256-63-6377

8:30～17:30( 土日祝日は除く )

TOMOS ポイントサービス
（合同会社 TOMOS）

0120-748-214

10時～17時30分 ( 土日祝日､ 年末年始は除く )

E3068

近鉄百貨店ネットショップ
（株式会社近鉄百貨店）

0120-775-370

10:00～17:00( 土 ･ 日 ･ 祝日は除く )

0749-82-2033

8:30～17:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝祭日 ･ 年末年始などは除く )

0120-17-9034

10:00～17:30( 土 ･ 日 ･ 祝 ･ 年末年始を除く )

E3604
E3623

E3734

株式会社 北村醤油醸造
ラピタジョイエイト
（株式会社ラピタジョイエイト）
富士の湧水（イワタニ関東株式会社）

090-4862-0506

9:00～17:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝祭日 ･ 年末年始などを除く )

059-329-5885

平日の10時～17時
( 土日祝､ GW､ お盆期間､ 年末年始は営業時間外となります )

06-6261-7114

9:00～17:15( 土日祝 ･ 年末年始 (12/28～1/5) は除く )

ビームテックグリーン住宅ポイント交換
（株式会社ビームテック）

048-299-7645

10～18時 ( 土日祝日は除く )

E3870

山形特産品市場庄内なんでも屋
（株式会社イグゼあまるめ）

0234-42-3040

8:30～17:15( 土 ･ 日 ･ 祝休 )

E3881

株式会社山ト小笠原商店

0123-24-0003

9:00～17:00( 年中無休 )

E3893

岩手県産株式会社

06-6348-9515

9時30分～17時30分 ( 土､ 日､ 祝祭日､ 年末年始を除く )
平日10:00～16:00( 土日祝､ 夏季休業､ 年末年始除く )

E3941

お風呂のソムリエ SHOP ！
（バスリエ株式会社）

04-7183-3252

10～17時 ( 土日祝日は除く )

E4018

GDO ゴルフショップ
（株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン）

03-6630-2032

10:00～17:00
( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝祭日 ･ 夏季休暇 ･ 年末年始除く )

E4047

すず陶グリーン住宅ポイント商品交換サービス
（株式会社すず陶）

0438-25-2391

10～18時
( 夏季休暇 :8/14～16･ 年末年始 :12/30～1/4は除く )

0120-197-832

平日8時～17時

048-764-8524

10:00～17:00( 土日祝を除く )

E4307
E4309

梅いちばん（株式会社梅一番井口）
幹事さんの味方！景品パーク！
（株式会社ディースタイル）

E4330

自転車販売業（株式会社きゅうべえ）

E4344

木村桜士堂（株式会社木村桜士堂）

0120-978-171

平日9:00～17:00( 土日祝除く )

E4393

株式会社ケーズホールディングス

029-265-1170

10:00～19:00(1月1日 ( 元旦 ) を除く )

050-1745-6287

※事業者コードとは、商品コードの頭の５桁（アルファベット１文字 + ４桁の数字）のことを言います。

平日10:00～17:00( 土日祝､ 年末年始を除く )

P32 〜 33

P33 〜 34

P35 〜 40

参考資料／
巻末

06-6362-0720

P32

交換商品
事業者一覧

エコ＆ナチュラル Man ー Nen
（株式会社アリエシステム）

P31 〜 32

ベビー・
キッズ用品

E3921

P22 〜 31

防災・
避難用品

E3822

P21 〜 22

福祉・
介護用品

E3783

小田急おすすめ・ポイント交換わくわくセレクション
（株式会社小田急百貨店）

P14 〜 21

スポーツ・
健康増進

E3733

株式会社カネイ岡

P11 〜 14

食料品・
飲料

E3064

P8 〜 11

地場産品

E2902

P2 〜 7

雑貨・
日用品

0120-588-045

インテリア

RINSEI SHOP（凛成株式会社）

家電

E2269

巻頭

事業者コード※

P41 〜

37

グリーン住宅ポイント交換商品事業者
参考資料
グリーン住宅ポイント交換商品事業者
38

事業者コード※

E4590
E4650

事業名・サービス名（交換商品事業者名）

マルモトオンライン（丸元商事株式会社）
眠りと癒しの専門店 ASMOT+
（ナオ・シング株式会社）

各事業者・商品に関する詳細については、事務局ホームページを
ご覧いただくか、直接電話でお問い合わせください。

電話番号

対応時間

0587-59-6682

平日10時～17時

049-297-1590

9～17時 ( 土日祝日は除く )

E4714

ニッテキヤフー店
（日本テキスタイル株式会社）

0745-43-0353

12:30～15:00( 土日祝日 ･ 弊社指定休業日を除く )

E4716

アイシス GIFT（有限会社アイシス）

06-6476-7561

平日10時～17時 ( 土日祝及び年末年始 ･ 弊社指定休日を除く)

E4827

富士の湧水
（イワタニセントラル東北株式会社）

06-6261-7114

9:00～17:15( 土日祝 ･ 年末年始 (12/28～1/5) は除く )

E4909

大田原牛超本店（株式会社牛超）

0287-24-0909

10:00-21:00( 年末年始等を除く )

E4965

フリーマム公式オンラインストア
（株式会社フリーマム）

0120-978-171

平日9:00～17:00( 土日祝除く )

0225-96-8235

9:00～17:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝祭日 ･ お盆 ･ 年末年始等除く )

059-329-5885

平日の午前10時から午後6時土日祝､ GW､ お盆期間､ 年末
年始は営業時間外となります｡

06-6263-1157

9:00～17:15( 土日祝 ･ 年末年始 (12/28～1/5) は除く )

0296-75-1550

9～17時 ( 日祝日は除く )

0246-38-5115

10時～17時 ( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝祭日 ･ お盆 ･ 年末年始除く )

024-952-3987

平日10:00～17:00( 土日祝定休日除く )

E4975

湊水産株式会社

E5016

防災グッズ・防災セット
（株式会社 LA・PITA）

アットレスキュー

E5047

イワタニアイコレクト
（イワタニアイコレクト株式会社）

E5169

石の彫刻

E5218

名代釡庄（名代釜庄合同会社）

E5287

浅賀（株式会社綜合美術工房）

東北ヒロヤ・おつまみ問屋
（株式会社東北ヒロヤ）

E5458

製造販売（大津毛織株式会社）

0725-22-2637

9時～17時 ( 土日祝日は除く )

E5520

ジーンライフストア（有限会社 ZEEN）

0120-623-042

10:00～17:30( 土日祝､ 夏季年末年始を除く )

E5623

Hokkaido Made Baby Potage
（株式会社 Hokkaido Products）

011-777-8339

9:00-18:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝祭日 ･ 年末年始を除く )

E5628

株式会社ムロイ金物 カーサベルデ
（株式会社ムロイ金物）

0120-978-171

平日9:00～17:00( 土日祝除く )

E5768

生活雑貨のお店「SP 混む」
（株式会社シンプルプラス・コム）

0120-501-062

10:00～17:30( 土日祝､ 夏季年末年始を除く )

E5797

楽天市場内・金柑ジャムのお店サンサンフード
（株式会社サンサンフードクリエイト）

099-811-4786

9:00～18:00( 土日祝日､ 年末年始は除く )

E5838

有限会社ラベンダーハウス

0944-89-1520

9～13時 :15～17時 ( 土日祝日は除く )

E5858

辛子明太子の博多きよみず
（株式会社コーワ）

03-5943-1334

平日9:00～17:00( 土日祝日､ 2021年8月13日～2021年
8月16日､ 2021年12月29日～2022年1月5日を除く )

E5911

小売（株式会社 CORVETTE）

E5936

インテリア雑貨販売
（株式会社ウェブシャーク）

0120-941-533

10時～18時 ( 年末年始等を除く )

E5982

Joshin web ショップ（上新電機株式会社）

06-6633-1111

10時～19時 ( 年末年始除く )

E6112

ファームス産直ショップ
（ファームス有限会社）

03-6421-9826

平日10:00～17:00( 土日祝､ 年末年始除く )

E6196

おこデパ
（株式会社アールジーコーポレーション）

082-298-6099

9-12時 ･13-16時 ( 土日祝を除く )

E6362

つばさギフト（株式会社つばさギフト）

0120-979-295

10:00～17:00( 土日祝､ 年末年始除く )

E6587

家電製品の企画、卸（ライソン株式会社）

06-6789-0877

･ 平日9:00～17:00( 土日祝､ 年末年始除く )

E6598

株式会社サンコー

0944-74-4707

10時～17時 ( 日 ･ 祝 ･8/13～8/16･ 年末年始休暇除 )

E6631

リグノートストア（株式会社 LigNote）

03-5787-6640

10:00～17:30( 土日祝､ 夏季年末年始を除く )

070-3974-7435

平日10:00～16:30( 土日祝､ 年末年始除く )

https://goods.greenpt.mlit.go.jp
事業名・サービス名（交換商品事業者名）

電話番号

対応時間

アンデスオンラインショップ
（アンデス電気株式会社）

0120-022-869

平日9:00～17:00( 土日祝､ 夏季 ･ 年末年始除く )

E6684

ギフト商品卸売業・カタログギフト製作
（株式会社仲山商事）

0120-978-171

平日9:00～17:00( 土日祝､ 年末年始除く )

029-241-2002

10:00～18:30( 水曜日､ 木曜日､ 年末年始を除く )

頑固おやじ（株式会社駿河屋）

E6697

ふるさと産直村（株式会社ふるさと産直村）

050-3552-5089

10:00～17:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝日 ･ 年末年始を除く )

E6727

フィッシュセール（Fresh Speed 株式会社）

050-5357-6320

10時～17時 ( 平日 )

E6832

株式会社はじまる

080-6712-8591

10:00～18:00( 日曜日 ･ 祝日 ･ 年末年始等を除く )

家具インテリア用品の製造・卸売業
（市場株式会社）

0790-49-0034

平日9:00～17:30( 土日祝､ 長期休業除く )
10～17時 ( 土日祝日は除く )

E7020

佐藤水産株式会社

0133-60-6250

9:00-17:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝祭日 ･ 年末年始などを除く )

E7182

OXO 正規販売店プラスエフ
（株式会社フォルム）

043-306-2166

10:00～17:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝祭日 ･ 年末年始などは除く )

E7225

株式会社チーム・オースリー

0120-697-510

10～17時 ( 土日祝祭日､ 年末年始は休業 )

E7334

満中陰志・お香典返し専門店（株式会社奥商）

0865-63-6677

9～18時 ( 年末年始は除く )

E7421

ウエスティ工業株式会社

0749-42-5357

8時15分～17時
( 休業日 : 土 ･ 日 ･ 祝祭日 / 夏季 ･ 冬季別途休業日あり )

E7565

47club（トキノ屋食品株式会社）

058-326-5566

営業時間 :9:00～17:00( 定休日 : 水曜､ 日曜 )

089-996-6351

午前9時から午後5時 ( 土日祝日は除く )

E7579

IS フーズ直営オンラインショッピング
（株式会社 IS フーズ）

0120-978-171

平日9:00～17:00( 土日祝除く )

E7794

株式会社 RELUXY

029-886-8248

10～17時 ( 土日祝日は除く )

E7849

Miyarin ポイント交換（株式会社宮本輪業）

0120-840-059

10:00～17:30( 土日祝日､ お盆 ･ 年末年始は除く )

E7859

晃祐堂 オンラインショップ
（株式会社晃祐堂）

0120-978-171

平日9:00～17:00( 土日祝除く )

E7895

輸入雑貨、ベビー、ギフト「子供服バケーション」
（株式会社バケーション）

027-212-5711

11時～18時 ( 水､ 木曜の定休日は除く )

株式会社阿部長商店

0226-21-5225

8:00～17:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝日 ･ 年末年始等を除く )

E7920

JEWLINGE（匠ソリューションズ株式会社）

022-738-7651

10～18時 ( 土日祝日除く )

E7921

CARA トレード ポイント交換
（合同会社 CARA トレード）

03-6450-7615

10:00～17:30( 土日祝､ 年末年始除く )

E7957

ミラブル正規販売店：
（株）J アライアンス
（株式会社 J アライアンス）

06-6123-7040

平日 :9時～18時

06-6261-7114

9:00～17:15( 土日祝 ･ 年末年始 (12/28～1/5) は除く )

E8094

富士の湧水（イワタニ九州株式会社）

06-6261-7114

9:00～17:15( 土日祝 ･ 年末年始 (12/28～1/5) は除く )

026-272-4112

9:00-17:00( 土日祝日及び弊社休業日を除く )

E8113

MKeLIFE 公式オンラインショップ
（エムケー精工株式会社）

E8122

株式会社キシル

053-415-8849

10:00～17:00
( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝日 ･ 年末年始 ･ 夏季休業などを除く )

E8142

近藤産業株式会社

0120-811-459

10:00～18:00( 年末年始を除く )

E8163

ポンコタンオンライン
（東日本貿易株式会社）

050-5891-0408

※事業者コードとは、商品コードの頭の５桁（アルファベット１文字 + ４桁の数字）のことを言います。
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P35 〜 40

参考資料／
巻末

富士の湧水（イワタニ山陽株式会社）

P32

交換商品
事業者一覧

E7980

P31 〜 32

ベビー・
キッズ用品

E7897

P22 〜 31

防災・
避難用品

Meijun（（株）エバーステップ）

P21 〜 22

福祉・
介護用品

E7776

P14 〜 21

スポーツ・
健康増進

03-3803-3181

食料品・
飲料

三英商会（株式会社三英商会）

地場産品

E7003

P11 〜 14

雑貨・
日用品

E6918

P8 〜 11

インテリア

E6696

P2 〜 7

家電

E6673

巻頭

事業者コード※

P41 〜

10～17時 ( 土日祝日は除く )

39

グリーン住宅ポイント交換商品事業者
参考資料
グリーン住宅ポイント交換商品事業者／グリーン住宅ポイント制度 商品交換ガイドライン
40

各事業者・商品に関する詳細については、事務局ホームページを
ご覧いただくか、直接電話でお問い合わせください。

事業者コード※

事業名・サービス名（交換商品事業者名）

電話番号

E8168

株式会社 Souplesse（株式会社 Souplesse）

011-807-5603

9:30～17:30( 土日祝､ 年末年始を除く )

E8178

総合通信販売（光ネット商工協同組合）

03-5823-5466

朝9:30- 夜18:00( 土日祝､ 年末年始､ 8/13～8/15は除く )

E8329

ドリンク屋（阪神酒販株式会社）

078-652-6313

9～18時 ( 土日祝は除く )

E8345

商品販売（株式会社シンプルプラス）

0120-359-004

10:00～17:30( 土 ･ 日 ･ 祝 ･ 年末年始を除く )

E8364

かたい信用やわらかい肉 肉のいとう
（WIDEFOOD 株式会社）

022-222-5647

9:00～18:00( 日曜日を除く )

E8367

グッディポイント EC サイト
（グッディポイント株式会社）

0120-250-126

平日10:00-17:00( 土日祝､ 年末年始除く )

E8434

うまコレ（株式会社ピコス）

03-5261-5609

土 ･ 日 ･ 祝日以外10-16時

E8459

大和電機株式会社

0120-29-2370

平日9:00～17:00( 土日祝､ 年末年始除く )

E8473

巣鴨のお茶屋さん山年園（有限会社山年園）

0120-22-4663

9時～18時 ( 年中無休 )

E8612

BIG ー RIVER（有限会社みらいアート）

0944-87-6075

平日9:00～17:00( 土日祝､ 年末年始除く )

0955-23-2234

9:00～19:00( 第1･ 第3日曜日 ･ 年末年始を除く )

E8712

伊万里のうつわ 古川陶磁器
（有限会社古川陶磁器）

対応時間

E8792

株式会社 GREEN

029-244-1127

10時～18時30分 ( 水曜､ 木曜､ お盆､ 年末年始は除く )

E8798

nemuli（株式会社 nemuli）

04-7167-3012

10～16時 ( 土日祝日は除く )

E8827

しゅうぼう本舗（株式会社味紀行うち川）

0120-34-36-37

10時～17時 ( 土日祝 ･ お盆 ･ 正月期を除く )

E8830

雷門商店株式会社

029-886-8248

10～17時 ( 土日祝日は除く )

03-5768-3160

10～17時 ( 土日祝日は除く )

E9059

今治直送タオル通販 HACOON
（株式会社ファイブ）

E9132

小売、通信販売事業
（株式会社エスフォーアール）

E9307

本革バッグ専門店 avril（アブリル）
（株式会社アシュリー）

E9477

有限会社日本 OMC

050-5362-1183

10-17時 ( 土日祝日は除く )

095-822-0770

10～14時 ( 土日祝日は除く )

0942-53-6635

09:00～17:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝日 ･ 年末年始等を除く )

E9526

お肉お米カニ麺惣菜、全国うまいものグルメ物産店
（株式会社アプコ）

079-421-3020

9時～17時30分
( 土 ･ 日 ･ 祝日 ･ お盆 ･ 年末年始などの休業日は除く )

E9542

ドリームライスネット（株式会社松原米穀）

011-790-3759

平日9時～18時 / 土曜9時～12時

E9591

JIT グリーン住宅ポイント便
（( 株 ) ジャパンインテリアトレーディング）

06-6535-1651

9～17時 ( 土日祝日は除く )

E9592

アピデグリーン住宅ポイント交換商品事務局
（アピデ株式会社）

0120-912-962

AM10時～17時 ( 土日祝日､ 夏季休暇､ 年末年始休み除く )

0574-26-2280

9:30～18:00( 水曜 ･ 年末年始は除く )

E9617

有限会社夢幸望

E9625

みらい（合同会社みらい）

080-7886-1858

10:00～16:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝日 ･ 年末年始等を除く )

E9659

ティートリコ オンラインショップ
（株式会社ティートリコ）

0120-978-171

平日9:00～17:00( 土日祝除く )

E9734

CS ショップ（CS サーヴ株式会社）

0120-557-103

平日10:00～17:30( 土日祝及び夏季 ･ 冬季休業は除きます )

E9800

楽天・うまいもの広場（株式会社ハリカ）

03-3962-2111

10～16時 ( 年末年始 ･ 土日祝日は除く )

E9819

ひかりイチ（株式会社ひかり市）

03-5809-2513

朝10:00- 夜17:00( 土日祝､ 年末年始は除く )

E9824

株式会社あぷん

077-584-3824

10:00～17:00( 土曜 ･ 日曜 ･ 祝日 ･ お盆 ･ 年末年始を除く )
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第４条
（商品交換の申込み）
１ 申請者は、希望商品について、商品交換機能の利用または交換
申込書を事務局に郵送することにより商品交換の申込みを行い
ます。交換申込書により商品交換の申込みを行う場合、指定配
送先は、ポイント発行時に登録した申請者の所在地以外を指定
することはできません。なお、商品交換機能の利用にあたって
は、ポイント発行時に事務局から申請者に通知されるアカウント
情報および申請者の保有するメールアドレスの入力が必要とな
ります。
２ 商品交換の申込みに要するポイント数は、商品交換機能を利用
して商品交換の申込みを行う時点または提出された交換申込
書に基づき希望商品を事務局がシステムに登録した時点におい
て、希望商品に設定されている必要ポイント数とします。交換
商品事業者は、事務局の定めるところに基づき申請者に事前の
告知なく必要ポイント数の変更ができるものとします。
３ 商品交換の申込み期限は、令和4年2月15日までとします。た
だし、大型配送商品や工事を伴う商品については、令和4年1月

P11 〜 14

雑貨・
日用品

第３条
（交換商品の登録と公表）
１ 交換商品事業者は、交換商品事業者ポータルに事務局が求め
る商品情報および事業者情報を登録するものとし、交換商品事
業者は、交換商品事業者ポータルに登録した交換商品について
本制度の終了まで交換商品の募集要項等において事務局が定
める要件に適合する状態を維持しなければなりません。
２ 交換商品事業者が交換商品事業者ポータルに登録した商品情
報および事業者情報は、交換商品検索機能および交換商品カタ
ログにより申請者および第三者に公表されます。
３ 申請者は、前項の情報の他、交換商品事業者が発信する交換商
品の情報
（交換商品事業者が運営するホームページに掲載され
た情報、商品広告に掲載された情報等の交換商品に係る全ての
情報をいいます。）
に基づき、希望商品を選定します。
４ 前各項の情報の責任は、全て交換商品事業者がその責任を負
います。前項の情報が不適切または不正確な情報であったこと
により、事務局または申請者に損失が生じた場合、交換商品事
業者は、速やかにその損害を賠償するものとします。

P8 〜 11

インテリア

第２条
（目的）
本ガイドラインは商品交換に際して、同意事項および規約に基
づき発生する申請者、交換商品事業者、事務局間の権利・義務
を整理・明確化し、申請者と交換商品事業者間で商品交換を円
滑に行うために定めるものです。

P2 〜 7

家電

いいます。
25 「納品完了報告」とは、交換商品事業者が規約に基づき、申請者
へ交換商品を納品した旨を交換商品事業者ポータル上に登録
することをいいます。
26 「代替商品」とは、申請者へ希望商品を発送した交換商品事業者
が交換商品事業者ポータルに登録している交換商品のうち、発
送された希望商品とは異なる交換商品を指します。
27 「保証ルール」とは、申請者が交換商品の状態・性能・特性・機能
等に満足しない等の理由で代替商品の納品を交換商品事業者
に求める場合に、交換商品事業者がこれに応じる条件として定
めるルールをいいます。
28 「問い合わせ窓口」とは、交換商品事業者が交換商品について、
申請者および第三者からの質問や問い合わせ等に対応するため
に設置する電子メールおよび電話による連絡先窓口をいいます。
29 「本ガイドライン」とは、
「グリーン住宅ポイント制度 商品交換
ガイドライン」と題する、このガイドラインをいいます。

巻頭

第１条
（定義）
１ 「本制度」とは、グリーン住宅ポイント制度をいいます。
２ 「事務局」とは、グリーン住宅ポイント事務局をいいます。
３ 「ホームページ」
とは、事務局が開設する本制度専用のホームペー
ジをいいます。
４ 「ポイント」とは、グリーン住宅ポイントをいいます。
５ 「同意事項」とは、事務局が定める「グリーン住宅ポイント発行申
請書 同意事項」をいいます。
６ 「申請者」とは、同意事項に同意の上、事務局に対して申請を行
い、ポイントの発行を受けた者をいいます。
７ 「規約」とは、
「グリーン住宅ポイント制度 交換商品事業者登録
規約」をいいます。
８ 「交換商品」とは、事務局が、申請者による商品交換の対象にな
るものとして、承認し、公表した商品をいいます。
９ 「交換商品事業者」とは、規約に基づき交換商品の提供者として
登録された法人、団体等をいいます。
10 「商品交換」とは、申請者と交換商品事業者が事務局を介してポ
イントと交換商品を交換することをいいます。
11 「交換商品事業者ポータル」とは、事務局が、交換商品事業者に、
規約に基づき交換商品の登録・変更や事務局への連絡等を行わ
せるために、提供するシステムをいいます。
12 「商品情報」とは、交換商品の写真、産地、内容量、品質保証期
間、注意事項、在庫の有無、提供期間等の交換商品に係る情報
をいいます。
13 「事業者情報」とは、交換商品事業者の所在地、代表者、問い合
わせ窓口等の事務局が登録を求める交換商品事業者に係る情
報をいいます。
14 「希望商品」とは、申請者が商品交換の申込みを行った交換商品
をいいます。
15 「商品交換の申込み」とは、申請者が、商品交換を事務局に申込
むことをいいます。
16 「交換商品検索機能」とは、ホームページにより提供される、申請
者が交換商品を検索し、商品情報を閲覧できる機能をいいます。
17 「商品交換機能」とは、ホームページにより提供される、申請者
が商品交換の申込みや申請者の登録情報の管理等を行うこと
ができる機能をいいます。
18 「交換商品カタログ」
とは、事務局が、事務局の定める方法により、
交換商品事業者からの応募に基づいて商品情報および事業者
情報を掲載するために作成するカタログ
（印刷物のみならずカ
タログデータを含みます。）
のことをいいます。
19 「商品交換申込書」または「商品交換申込ハガキ」とは、申請者
が郵送により商品交換の申込みを行うために利用する事務局所
定の申込みにかかる書面
（以下、併せて「交換申込書」という。）
をいいます。
20 「必要ポイント数」とは、交換商品事業者が各交換商品に設定す
る商品交換に必要なポイント数をいいます。
21 「納品依頼」とは、商品交換の申込みを受けた事務局が、交換商
品事業者ポータルを通じて交換商品事業者に商品交換の申込
みを受けた旨を通知し、申請者へ希望商品の発送・納品を依頼
することをいいます。
22 「受付通知」とは、交換商品事業者が、申請者に対して希望商品
の納品依頼を受けた旨を電子メール、電話または交換商品事業
者ポータル上の機能を通じて通知することをいいます。
23 「納品通知」とは、交換商品事業者が、申請者に対して希望商品
の発送および納品について電子メール、電話または交換商品事
業者ポータル上の機能を通じて通知することをいいます。
24 「指定配送先」とは、商品交換の申込みの際に申請者が指定し、
事務局が納品依頼により交換商品事業者に通知した配送先を
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15日までとします。
４ 事務局は、交換申込書に記載された希望商品が特定できない
場合、当該申込書により行われた商品交換の申込みの一部また
は全部を無効とすることがあります。その場合、申請者は商品
交換の申込み期限までに改めて商品交換の申込みを行わなけ
れば、商品交換はできません。
５ 商品交換の申込み期限までに申請者より商品交換の申込みが
行われなかったポイント
（前項の場合の他、同意事項および本ガ
イドラインに基づき申請者に返還されるポイントを含みます。）
および当該ポイントに付随して生じる一切の権利は、本制度の
終了をもって全て失効します。

グリーン住宅ポイント制度商品交換ガイドライン

第５条
（納品依頼）
１ 事務局は、適正に商品交換の申込みを受け付けた場合、原則と
して２営業日
（銀行法に定める休日および事務局が休日として定
めた日のいずれにも該当しない日をいい、以下同じとします。）
以内に交換商品事業者申請ポータルを通じて交換商品事業者
に対して納品依頼を行います。
２ 納品依頼において、事務局は、希望商品とその数量、申請者氏
名、指定配送先、連絡先
（商品交換機能を利用した商品交換の
申込みの場合はメールアドレスを含みます）
等の納品に必要な
情報を通知します。
３ 交換商品事業者は、前項の情報を規約に基づき適切に取扱うも
のとし、商品交換その他交換商品事業者の義務を履行する以外
の目的で第三者に開示または利用してはなりません。
第６条
（申請者への通知）
１ 交換商品事業者は、納品依頼に申請者のメールアドレスが含ま
れている場合、事務局の定めるところに基づき納品依頼から３営
業日以内に申請者のメールアドレスに対して受付通知を行いま
す。納品依頼に申請者のメールアドレスが含まれていない場合、
交換商品事業者による申請者に対する受付通知は行われません。
２ 前項の受付通知には、希望商品、数量、交換に要する必要ポイ
ント数、指定配送先および交換商品事業者の問い合わせ窓口
（電
話番号およびメールアドレス）
を含めなければなりません。また、
納品に要するまでの期間および発送方法等について、通知時点
で可能な範囲の情報を含めるものとします。
３ 交換商品事業者は、納品依頼に申請者のメールアドレスが含ま
れている場合、当該交換商品の納品準備が整った時は、速やかに
申請者のメールアドレスに対して納品通知を行います。納品依頼
に申請者のメールアドレスが含まれていない場合、事務局の定め
るところに基づき電話にて申請者に納品通知を行うものとします。
４ 納品通知には、希望商品、数量、交換に要する必要ポイント数、
納品方法、指定配送先、発送日
（納品通知時点で発送日が定まっ
ていない場合には、発送予定日を記載してください。）
および交
換商品事業者が交換商品の納品のために任意で追加する事項
を含めるものとします。また、郵送または宅配により納品を行う
場合には運送会社の伝票番号および配送状況の追跡方法等を
納品通知に合わせて記載するものとします。
第７条
（交換商品の発送と受領）
１ 交換商品事業者は、希望商品について納品依頼から20日以内
に指定配送先に発送を行います。ただし、申請者から特に納品
日の指定を受けたまたは予め納品時期が遅れることを商品検
索機能または交換商品カタログに明示している交換商品
（予約
商品等）
についてはこの限りではありません。
２ 交換商品事業者は、大型配送商品および工事を伴う商品につい
て納品依頼を受けた場合、速やかに申請者に連絡し、納品日を
協議します。申請者は、交換商品事業者からの協議に応じ、第９
条２項に定める交換商品事業者の最終の納品完了報告日以前
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の納品日を指定する義務を負います。
（申請者の不在、
３ 申請者は、交換商品事業者の責めに帰さない事由
事務局に対する事前の通知なしの住所変更、申請者に発行され
たポイント取り消し等を含みます。以下同じ。）
により、希望商品
の納品を拒むことはできず、希望商品を適切な方法で速やかに
受領できるように交換商品事業者に協力する義務を負います。
４ 申請者が希望商品を受領した後に商品の不適合を理由に代替
商品の納品を希望する場合、希望商品を受領して５日以内に交
換商品事業者に連絡しなければなりません。ただし、交換商品
事業者が保証ルールに５日を過ぎても代替商品の納品を認める
定めをしていた場合、第10条第３項に定める交換商品事業者の
独自の品質保証に基づく場合、交換商品事業者および申請者間
で別途合意した場合はこの限りではありません。
第８条
（申請者の発意によるキャンセルの不可、代替商品の納品）
１ 申請者は、事務局が交換商品事業者に納品依頼を行った希望商
品について、正当な理由なく希望商品の変更または商品交換の
申込みの取り消しを行うことはできず、その受け取りを拒否する
こともできません。
２ 第７条第４項に基づき申請者が希望商品を受領した後に代替商
品の納品を希望して交換商品事業者に連絡した場合、交換商品
事業者は納品した交換商品の状態を確認します。交換商品事業
者は、申請者の申し出が妥当であると判断される場合、代替商
品の提案等の協議を申請者と行いこれに対応するものとします。
３ 申請者からの求めに応じて交換商品事業者が提案する代替商
品は、当該交換商品事業者が登録する他の交換商品に限ります。
なお、交換商品事業者は、いかなる事由によっても申請者との
金銭の授受により代替商品の納品や補修等の申請者に対して
負う債務を履行したものとすることはできません。
４ 申請者および交換商品事業者は、商品に不良が認められるか、次条
に定める保証ルールに基づき交換が認められるか等、申請者による
申し出が妥当かどうかの判断を事務局に求めることはできません。
第９条
（納品と納品完了報告）
１ 申請者が希望商品を受領して５日を経過しても申請者から交換商
品事業者に対して代替商品の納品を求める連絡がない場合、当
該希望商品は、納品が完了されたものとして取扱われるものとし、
交換商品事業者は、申請者への交換商品の引渡し債務から免責
されます。
２ 交換商品事業者は、前項の規定に従って納品が行われた場合には、
事務局の定めるところに基づき事務局に納品完了報告を行いま
す。なお、納品完了報告は、原則として、前項に定める納品完了か
ら10日後または令和4年3月15日
（最終の納品完了報告日）
のい
ずれか早い方までに行うものとします。ただし、事務局が別途や
むを得ない理由により最終の納品完了報告日に間に合わないと
判断した場合は、この限りではありません。
３ 事務局は、納品完了報告が適正であると確認した場合、当該交換
商品の必要ポイントに応じて、規約に基づき特に事務局から指定
がない場合、納品完了報告の翌月末に交換商品事業者が指定す
る口座に振込みを行います。
４ 交換商品事業者は、本条第2項に定める納品完了報告の期限まで
に交換商品の納品ができない場合であっても、申請者が前条第１
項に定める事項に反したと事務局が認める場合は納品完了報告
を行い、当該ポイントに応じた費用の清算を受けることができます。
なお、この場合、交換商品事業者は、当該交換商品について３０日
以上または、交換商品事業者が最終の納品完了報告期限までに
納品完了報告を行うことができる期日の保管期限を設定し、当該
保管期限について申請者に書面またはメールにより通知しなけれ
ばなりません。当該保管期限の期日の経過をもって、交換商品事
業者は申請者への当該交換商品の引渡し責務から免責され、申

請者は事務局を含むいかなる者に対しても当該交換申込みに係
る一切の債権を失います。

P21 〜 22

食料品・
飲料

P22 〜 31

スポーツ・
健康増進
P31 〜 32

福祉・
介護用品
P32

防災・
避難用品
P32 〜 33

ベビー・
キッズ用品
P33 〜 34

交換商品
事業者一覧
P35 〜 40

参考資料／
巻末

ガイドラインは更新されている場合があります。
最新版はグリーン住宅ポイント事務局ホームページで確認できます。

P14 〜 21

地場産品

制定日：
２０21年2月22日
更新日：
２０21年10月5日
更新日：
２０22年 2 月４日
グリーン住宅ポイント事務局

P11 〜 14

雑貨・
日用品

第１３条
（交換商品の登録の削除等）
１ 事務局は、交換商品として登録された商品が本制度の趣旨に反
するまたは事務局の定める交換商品としての要件を満たさない
と判断した場合、当該交換商品の商品情報を訂正または商品情
報の公表を停止し、交換商品の登録を削除することができます。

第１５条
（その他）
事務局が本ガイドラインを変更するときは、あらかじめ変更の7
日前までに、本制度に係るウェブサイトおよびその他の告知物
等により、本ガイドラインの変更をする旨、変更内容および変更
の効力発生時期を周知するものとします。ただし、上記に関わ
らず、当該変更が申請者一般の利益に適合するとき、または緊
急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、
周知期間を短縮し、または変更の効力発生後速やかに上記の方
法において周知することができるものとします。
変更後の本ガイドラインについては、事務局が定めた効力発生
時期より、効力を生じるものとします。
以上

P8 〜 11

インテリア

第１２条
（問い合わせ）
１ 申請者は、交換商品に関する事項
（商品情報、事業者情報、納品
の請求、発送状況、保証ルールに基づく対応等をいい、以下同
じとします。）
について交換商品事業者の問い合わせ窓口に問
い合わせ等をすることができます。交換商品事業者は、申請者
からの問い合わせ等に対して、誠実に対応しなければなりません。
２ 交換商品事業者は、前項の問い合わせ等について、自己の責任
と費用負担をもって対応するものとし、問い合わせ等への対応
に要した費用を事務局へ請求することはできません。
３ 交換商品事業者の問い合わせ窓口が音信不通
（メールアドレス
にメールが到達しない、電話が繋がらない場合等をいいます。）
の場合には、事務局は、申請者からの問い合わせ等に応じるも
のとします。なお、この場合を除き、事務局は、交換商品に関す
る事項の問い合わせ等について、応じる義務を負いません。
４ 前項の場合、事務局は、交換商品事業者へ連絡の上で申請者へ
の対応を求めることができます。この場合、交換商品事業者は、
事務局からの指示に基づき、申請者への対応を行うものとします。
５ 申請者は、交換商品に関する事項以外の事項または本制度と関
連のない事項を交換商品事業者に問い合わせることはできません。

第１４条
（交換商品の責任）
１ 保証ルールを定めたか否かを問わず、交換商品に関する責任は、
全て交換商品事業者が負います。事務局および国は、以下①～
⑧に起因する申請者と交換商品事業者または第三者との間に生
じるに対するトラブルや損害等について、一切の責任を負いません。
① 保証ルールに関する事項
（妥当性、適法性等）
② 商品情報および事業者情報
（ＤＭ、メーリングリスト等の本
③ 個人情報の本制度のための利用
制度以外の目的における利用は規約により禁止されています。）
④ 交換商品の品質
（品質不良、不適合・欠陥、数量不足、品違い、
知的財産権侵害等）
⑤ 交換商品の保守、修理、アフターサービス
⑥ 商品の引渡し
（納品の有無、運送中の破損・汚損、誤配送等）
⑦ 交換商品の提供に必要な許認可の有無
⑧ その他、交換商品に係る一切の事項
２ 交換商品事業者は、交換商品に対して、各省庁や地方公共団体
等第三者機関から出荷停止命令や要請等を受けた場合は速や
かに事務局に通知するとともに、申請者に対する配送の停止、
返品・交換等の対応を事務局の指示に基づき迅速かつ適切に行
うものとします。
３ 前２項に定める事項の他、申請者の交換商品に関する紛争・苦情・
問い合わせ等は交換商品事業者に対して対応を求めるものとし、
申請者および交換商品事業者間でこれを解決・処理するものと
します。

P2 〜 7

家電

第１１条
（交換商品事業者の発意による代替商品への交換、納品依
頼の無効化）
１ 交換商品事業者は、天候等の止むを得ない理由により、納品依
頼を受けた希望商品の納品完了報告を第９条に定める納品完
了報告の期限までにできないことが明らかになった場合、申請
者に対して交換商品の納品予定日の変更、代替商品への変更
等の協議を申し出ることができます。申請者は、交換商品事業
者からの協議に応じなければなりません。
２ 交換商品事業者は、納品依頼に基づき希望商品の納品を行おう
と努めたにも関わらず、交換商品事業者の責めに帰さない事由
（申請者の不在、受け取り拒否、事務局に対する事前の通知な
しの住所変更、前項の協議が整わなかった場合等。）
により第９
条に定める納品完了報告の期限までに申請者に納品し、納品完
了報告を行えない場合は、事務局に対して、希望商品の納品依
頼の無効化を申し出ることができます。事務局は当該申し出が
妥当であると判断した場合、納品依頼を無効とし、申請者に対し
て交換済みのポイントを返還します。ただし、既に第４条３項に
定める商品交換の申込み期限を経過している場合には、ポイン
トは返還されず、失効するものとします。

巻頭

第１０条
（保証ルール）
１ 交換商品事業者は、事業者情報を交換商品事業者ポータルに登
録するに際して、保証ルールを定めることができます。事務局は
保証ルールに基づき商品検索機能で公表する方法により申請者
がこれらの保証ルールを確認できるようにするものとします。
２ 交換商品事業者は保証ルールが定めた場合において、第７条第４
項に基づく申請者の連絡があった場合には、保証ルールに基づ
き代替商品の納品や補修等の対応を申請者に行うものとします。
３ 交換商品事業者は、保証ルールに定めるか否かを問わず、商品
の補修や代替商品の納品等を行う独自の品質保証を自らの責
任で行うことができます。

２ 申請者は、本制度の趣旨に反するまたは事務局の定める交換商
品としての要件を満たさない交換商品について、商品交換機能
および事務局のコールセンターを通じて、事務局に報告するこ
とができます。事務局は、当該報告の妥当性を認めた場合、当
該商品の商品情報を訂正または商品情報の公表を停止し、交換
商品の登録の削除を行うことがあります。
３ 前２項の定めにより交換商品の登録から削除された商品について、
事務局が既に納品依頼を行っている場合または既に納品完了報
告が完了している場合においても、事務局は当該納品依頼また
は納品完了報告の一部または全てを無効とすることができます。
４ 前項により、事務局が当該納品依頼または納品完了報告を無効
とした場合、これに係る商品交換の申込みも無効とし、申請者
に対して当該商品との交換に要したポイントを返還します。こ
の場合、交換商品事業者は申請者に対して商品代金の請求や
対応にかかった費用の賠償や補填等を求めることはできません。

P41 〜
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（別紙）
ページ
※記入欄が足りない場合は、
コピーしてご使用ください。

商品交換申込書

共通

必ず5ページの
《本申込書の記入にあたっての注意事項》
を確認のうえ、
ご記入ください。
受付番号＊

氏

＊ポイント通知に記載の受付番号をご記入ください。

生年月日

名

明治

大正

昭和

年

平成

ｰ

連絡先

月

日

ｰ

ポイントの情報
商品交換の申込み期限は、令和4年2月15日
（必着）
です。
以下に希望する商品を記入し、
商品の交換申込みを行ってください。

1 利用可能ポイント数

ポイント

（①受付期間外・在庫切れ・年齢制限②記入間違え等により商品を特定できない③ポイント
交換したい商品を上から順に記入します。 交換できない商品
不足等）が含まれていた場合、
当該商品以下に記入された商品の交換を行わないことを確認しました。

1
2
3
4
5
6
7
8

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

商品コード
メモ欄

切り取り線

記入
番号

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

商品コード
メモ欄

記入
番号

＋

数量

2 合計利用ポイント数

1

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

商品名

3 商品交換後の利用可能ポイント数
（

ポイント

当該ポイントは
− 2 ）※商品交換の申込み期限後、
失効します。

★
ポイント
★
ポイント

★複数枚使用する場合、最後の一枚に計算結果を記入してください。

商品はおおむね、
申込みから1か月程度で発送されます。
（事業者が提供時期を予め公表しているものを除く）
一度にまとめて申込みを行うと同時期に届く場合がありますので、収納場所等ご確認のうえ申込みください。
納品依頼時に交換できない商品が含まれていた場合、再度送付されるポイント通知の内容に従い、
改めて交換申込みをしてください。
(事務局使用)

20220204版

提出不要

グリーン住宅ポイント

商品交換申込書同意事項

※商品の交換は事務局ホームページの「商品交換ガイドライン」
に則って行います。
なお、所定の「商品交換申込ハガキ」
または「商品交換申込書」
（以下、併せて
「交換申込書」
という。）
を利用する場合、以下も適用されますのでご注意ください。
なお、本同意事項で使用する語は、特段の定め
がない限り、
申請書同意事項に定める意味を有するものとします。
１．商品交換申込の無効
事務局は交換申込書により申し込まれた交換希望商品が以下の①〜
③のいずれかに該当する場合、当該希望商品の商品交換の申込みを無
効とし、利用可能なポイントに加算して再度ポイント通知を送付します。
なお、下記①に関して、複数の希望商品が存在する場合に商品コードに
誤りのある希望商品が存在するときでも、他の正しく記入された希望商
品の商品交換は行います。
①記入した商品コードに誤りがあり、希望商品が特定できない場合
②事務局が受理した交換申込書を処理する時点において、交換事業者
が交換申込みを終了している場合
③未成年の申請者が、酒類の商品交換の申込みを行っている場合

2 .ポイントの不足と優先順位
記入した商品コードが指定する希望商品の商品交換に必要なポイン
ト数やポイントの計算に誤りがある場合であっても、当該希望商品の交
換に必要なポイントに不足がないときは、事務局は、事前に申請者等に
連絡することなく正しいポイント数に訂正の上、商品交換を行います。
また、商品交換に必要なポイントが不足する場合、事務局は、利用可
能なポイントの範囲内で記入番号の順に従い商品の交換を行います。

3 .商品の変更・取り消し
申請者は、申込みを行った当該希望商品の変更、商品交換の申込み
の取り消しおよび受取の拒否を行うことはできません。
天候等の止むを得ない理由により納品完了報告の期限までに申請者
に納品し、納品完了報告を行うことができないことが明らかになった場
合、交換商品事業者は申請者に対して交換商品の納品予定日の変更、
代替商品への変更等の協議を申し出ることがあります。申請者は、交換
商品事業者からの協議に応じなければなりません。

4 .住所変更

5 .商品交換の期限
商品交換は、令和4年2月15日（以下、
「 商品交換の申込み期限」
とい
う。ただし、大型配送商品や工事を伴う商品については、令和4年1月15
日）
までにポイント交換機能の利用、
または交換申込書を事務局に郵送
することにより、商品交換の申込みを行ってください。なお、交換申込書
による商品交換は、商品交換の申込み期限までに事務局の定める私書
箱に郵送（必着）
しなければなりません。なお、期限を過ぎて利用されて
いないポイントおよび当該ポイントに付随して生じる一切の権利は本
制度の終了をもってすべて失効します。

6 .免責
交換申込書の紛失、郵送等の遅延、
または申込みの不備等によって商
品交換が行われない等の事故について、事務局等はその一切の責任を
負わず、
その事故に起因して生じる申請者およびその他の者の損害等に
対していかなる義務も負いません。

7 .本同意事項の変更
事務局が本同意事項を変更するときは、あらかじめ変更の7日前まで
に、本事業に係るウェブサイトおよびその他の告知物等により、本同意
事項の変更をする旨、変更内容および変更の効力発生時期を周知する
ものとします。ただし、上記に関わらず、当該変更が申請者一般の利益に
適合するとき、または緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情
がある場合には、周知期間を短縮し、
または変更の効力発生後速やかに
上記の方法において周知することができるものとします。
変更後の本同意事項については、事務局が定めた効力発生時期よ
り、効力を生じるものとします。
制定日：2021年 6 月1日
更新日：2021年10月5日
更新日：2022年 2 月4日

商品交換申込書の提出方法
審査が完了し、ポイント発行後（ポイント通知が届いてから）に申込みを行ってください。
（ポイント発行申請を提出後、ポイントが発行されるまでは交換申込みはできません。）

郵便
〒

申込書を郵送にて送付してください。
※商品交換は窓口では受付けしておりません。

POST

郵送先
〒115-8691
赤羽郵便局私書箱13号
グリーン住宅ポイント 商品交換係

※商品交換の申込み期限は令和4年2月15日
（必着）
です。
期限を経過して交換されずに残っているポイントはすべて無効となります。

申請者本人がオンライン申請を行った場合は、事務局ホームページからログインし、インターネットから商品交換を行う必要があります。
（商品交換申込書での交換申込みはできません。）

グリーン住宅ポイント事務局

0570-550-744

ホームページ
ナビダイヤル
（通話料がかかります） 9：00〜17：00
（土・日・祝含む） https://greenpt.mlit.go.jp
※IP電話等からのお問い合わせ先 042-303-1414

左記の
QRコードから
ジャンプ
できます
20220204版

切り取り線

申請者は、引っ越し等により申請書類に記載した住所の変更があっ
た場合、速やかに事務局に連絡を行い、その指示に従わなければなりま
せん。交換商品事業者の責めに帰さない事由（申請者の不在、事務局に
対する事前の通知なしの住所変更、申請者に対して発行されたポイント
の取り消し、前項の協議が整わなかった場合等。）により、令和4年3月

15日までに納品できない場合（ただし、事務局が別途やむを得ない理
由により当該期限に間に合わないと判断した場合は、
この限りではあり
ません）
または期限にかかわらず納品できないことが明らかになった場
合、交換商品事業者の申し出に基づき、事務局は、商品交換の申込みを
無効とすることがあります。

/

（別紙）
ページ
※記入欄が足りない場合は、
コピーしてご使用ください。

商品交換申込書

共通

必ず5ページの
《本申込書の記入にあたっての注意事項》
を確認のうえ、
ご記入ください。
受付番号＊

氏

＊ポイント通知に記載の受付番号をご記入ください。

生年月日

名

明治

大正

昭和

年

平成

ｰ

連絡先

月

日

ｰ

ポイントの情報
商品交換の申込み期限は、令和4年2月15日
（必着）
です。
以下に希望する商品を記入し、
商品の交換申込みを行ってください。

1 利用可能ポイント数

ポイント

（①受付期間外・在庫切れ・年齢制限②記入間違え等により商品を特定できない③ポイント
交換したい商品を上から順に記入します。 交換できない商品
不足等）が含まれていた場合、
当該商品以下に記入された商品の交換を行わないことを確認しました。

1
2
3
4
5
6
7
8

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

商品コード
メモ欄
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記入
番号

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

商品コード
メモ欄

記入
番号

＋

数量

2 合計利用ポイント数

1

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

商品名

3 商品交換後の利用可能ポイント数
（

ポイント

当該ポイントは
− 2 ）※商品交換の申込み期限後、
失効します。

★
ポイント
★
ポイント

★複数枚使用する場合、最後の一枚に計算結果を記入してください。

商品はおおむね、
申込みから1か月程度で発送されます。
（事業者が提供時期を予め公表しているものを除く）
一度にまとめて申込みを行うと同時期に届く場合がありますので、収納場所等ご確認のうえ申込みください。
納品依頼時に交換できない商品が含まれていた場合、再度送付されるポイント通知の内容に従い、
改めて交換申込みをしてください。
(事務局使用)

20220204版

提出不要

グリーン住宅ポイント

商品交換申込書同意事項

※商品の交換は事務局ホームページの「商品交換ガイドライン」
に則って行います。
なお、所定の「商品交換申込ハガキ」
または「商品交換申込書」
（以下、併せて
「交換申込書」
という。）
を利用する場合、以下も適用されますのでご注意ください。
なお、本同意事項で使用する語は、特段の定め
がない限り、
申請書同意事項に定める意味を有するものとします。
１．商品交換申込の無効
事務局は交換申込書により申し込まれた交換希望商品が以下の①〜
③のいずれかに該当する場合、当該希望商品の商品交換の申込みを無
効とし、利用可能なポイントに加算して再度ポイント通知を送付します。
なお、下記①に関して、複数の希望商品が存在する場合に商品コードに
誤りのある希望商品が存在するときでも、他の正しく記入された希望商
品の商品交換は行います。
①記入した商品コードに誤りがあり、希望商品が特定できない場合
②事務局が受理した交換申込書を処理する時点において、交換事業者
が交換申込みを終了している場合
③未成年の申請者が、酒類の商品交換の申込みを行っている場合

2 .ポイントの不足と優先順位
記入した商品コードが指定する希望商品の商品交換に必要なポイン
ト数やポイントの計算に誤りがある場合であっても、当該希望商品の交
換に必要なポイントに不足がないときは、事務局は、事前に申請者等に
連絡することなく正しいポイント数に訂正の上、商品交換を行います。
また、商品交換に必要なポイントが不足する場合、事務局は、利用可
能なポイントの範囲内で記入番号の順に従い商品の交換を行います。

3 .商品の変更・取り消し
申請者は、申込みを行った当該希望商品の変更、商品交換の申込み
の取り消しおよび受取の拒否を行うことはできません。
天候等の止むを得ない理由により納品完了報告の期限までに申請者
に納品し、納品完了報告を行うことができないことが明らかになった場
合、交換商品事業者は申請者に対して交換商品の納品予定日の変更、
代替商品への変更等の協議を申し出ることがあります。申請者は、交換
商品事業者からの協議に応じなければなりません。

4 .住所変更

5 .商品交換の期限
商品交換は、令和4年2月15日（以下、
「 商品交換の申込み期限」
とい
う。ただし、大型配送商品や工事を伴う商品については、令和4年1月15
日）
までにポイント交換機能の利用、
または交換申込書を事務局に郵送
することにより、商品交換の申込みを行ってください。なお、交換申込書
による商品交換は、商品交換の申込み期限までに事務局の定める私書
箱に郵送（必着）
しなければなりません。なお、期限を過ぎて利用されて
いないポイントおよび当該ポイントに付随して生じる一切の権利は本
制度の終了をもってすべて失効します。

6 .免責
交換申込書の紛失、郵送等の遅延、
または申込みの不備等によって商
品交換が行われない等の事故について、事務局等はその一切の責任を
負わず、
その事故に起因して生じる申請者およびその他の者の損害等に
対していかなる義務も負いません。

7 .本同意事項の変更
事務局が本同意事項を変更するときは、あらかじめ変更の7日前まで
に、本事業に係るウェブサイトおよびその他の告知物等により、本同意
事項の変更をする旨、変更内容および変更の効力発生時期を周知する
ものとします。ただし、上記に関わらず、当該変更が申請者一般の利益に
適合するとき、または緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情
がある場合には、周知期間を短縮し、
または変更の効力発生後速やかに
上記の方法において周知することができるものとします。
変更後の本同意事項については、事務局が定めた効力発生時期よ
り、効力を生じるものとします。
制定日：2021年 6 月1日
更新日：2021年10月5日
更新日：2022年 2 月4日

商品交換申込書の提出方法
審査が完了し、ポイント発行後（ポイント通知が届いてから）に申込みを行ってください。
（ポイント発行申請を提出後、ポイントが発行されるまでは交換申込みはできません。）

郵便
〒

申込書を郵送にて送付してください。
※商品交換は窓口では受付けしておりません。

POST

郵送先
〒115-8691
赤羽郵便局私書箱13号
グリーン住宅ポイント 商品交換係

※商品交換の申込み期限は令和4年2月15日
（必着）
です。
期限を経過して交換されずに残っているポイントはすべて無効となります。

申請者本人がオンライン申請を行った場合は、事務局ホームページからログインし、インターネットから商品交換を行う必要があります。
（商品交換申込書での交換申込みはできません。）

グリーン住宅ポイント事務局

0570-550-744

ホームページ
ナビダイヤル
（通話料がかかります） 9：00〜17：00
（土・日・祝含む） https://greenpt.mlit.go.jp
※IP電話等からのお問い合わせ先 042-303-1414

左記の
QRコードから
ジャンプ
できます
20220204版

切り取り線

申請者は、引っ越し等により申請書類に記載した住所の変更があっ
た場合、速やかに事務局に連絡を行い、その指示に従わなければなりま
せん。交換商品事業者の責めに帰さない事由（申請者の不在、事務局に
対する事前の通知なしの住所変更、申請者に対して発行されたポイント
の取り消し、前項の協議が整わなかった場合等。）により、令和4年3月

15日までに納品できない場合（ただし、事務局が別途やむを得ない理
由により当該期限に間に合わないと判断した場合は、
この限りではあり
ません）
または期限にかかわらず納品できないことが明らかになった場
合、交換商品事業者の申し出に基づき、事務局は、商品交換の申込みを
無効とすることがあります。

/

（別紙）
ページ
※記入欄が足りない場合は、
コピーしてご使用ください。

商品交換申込書

共通

必ず5ページの
《本申込書の記入にあたっての注意事項》
を確認のうえ、
ご記入ください。
受付番号＊

氏

＊ポイント通知に記載の受付番号をご記入ください。

生年月日

名

明治

大正

昭和

年

平成

ｰ

連絡先

月

日

ｰ

ポイントの情報
商品交換の申込み期限は、令和4年2月15日
（必着）
です。
以下に希望する商品を記入し、
商品の交換申込みを行ってください。

1 利用可能ポイント数

ポイント

（①受付期間外・在庫切れ・年齢制限②記入間違え等により商品を特定できない③ポイント
交換したい商品を上から順に記入します。 交換できない商品
不足等）が含まれていた場合、
当該商品以下に記入された商品の交換を行わないことを確認しました。

1
2
3
4
5
6
7
8

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

商品コード
メモ欄
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記入
番号

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

商品コード
メモ欄

記入
番号

＋

数量

2 合計利用ポイント数

1

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

商品名

3 商品交換後の利用可能ポイント数
（

ポイント

当該ポイントは
− 2 ）※商品交換の申込み期限後、
失効します。

★
ポイント
★
ポイント

★複数枚使用する場合、最後の一枚に計算結果を記入してください。

商品はおおむね、
申込みから1か月程度で発送されます。
（事業者が提供時期を予め公表しているものを除く）
一度にまとめて申込みを行うと同時期に届く場合がありますので、収納場所等ご確認のうえ申込みください。
納品依頼時に交換できない商品が含まれていた場合、再度送付されるポイント通知の内容に従い、
改めて交換申込みをしてください。
(事務局使用)

20220204版

提出不要

グリーン住宅ポイント

商品交換申込書同意事項

※商品の交換は事務局ホームページの「商品交換ガイドライン」
に則って行います。
なお、所定の「商品交換申込ハガキ」
または「商品交換申込書」
（以下、併せて
「交換申込書」
という。）
を利用する場合、以下も適用されますのでご注意ください。
なお、本同意事項で使用する語は、特段の定め
がない限り、
申請書同意事項に定める意味を有するものとします。
１．商品交換申込の無効
事務局は交換申込書により申し込まれた交換希望商品が以下の①〜
③のいずれかに該当する場合、当該希望商品の商品交換の申込みを無
効とし、利用可能なポイントに加算して再度ポイント通知を送付します。
なお、下記①に関して、複数の希望商品が存在する場合に商品コードに
誤りのある希望商品が存在するときでも、他の正しく記入された希望商
品の商品交換は行います。
①記入した商品コードに誤りがあり、希望商品が特定できない場合
②事務局が受理した交換申込書を処理する時点において、交換事業者
が交換申込みを終了している場合
③未成年の申請者が、酒類の商品交換の申込みを行っている場合

2 .ポイントの不足と優先順位
記入した商品コードが指定する希望商品の商品交換に必要なポイン
ト数やポイントの計算に誤りがある場合であっても、当該希望商品の交
換に必要なポイントに不足がないときは、事務局は、事前に申請者等に
連絡することなく正しいポイント数に訂正の上、商品交換を行います。
また、商品交換に必要なポイントが不足する場合、事務局は、利用可
能なポイントの範囲内で記入番号の順に従い商品の交換を行います。

3 .商品の変更・取り消し
申請者は、申込みを行った当該希望商品の変更、商品交換の申込み
の取り消しおよび受取の拒否を行うことはできません。
天候等の止むを得ない理由により納品完了報告の期限までに申請者
に納品し、納品完了報告を行うことができないことが明らかになった場
合、交換商品事業者は申請者に対して交換商品の納品予定日の変更、
代替商品への変更等の協議を申し出ることがあります。申請者は、交換
商品事業者からの協議に応じなければなりません。

4 .住所変更

5 .商品交換の期限
商品交換は、令和4年2月15日（以下、
「 商品交換の申込み期限」
とい
う。ただし、大型配送商品や工事を伴う商品については、令和4年1月15
日）
までにポイント交換機能の利用、
または交換申込書を事務局に郵送
することにより、商品交換の申込みを行ってください。なお、交換申込書
による商品交換は、商品交換の申込み期限までに事務局の定める私書
箱に郵送（必着）
しなければなりません。なお、期限を過ぎて利用されて
いないポイントおよび当該ポイントに付随して生じる一切の権利は本
制度の終了をもってすべて失効します。

6 .免責
交換申込書の紛失、郵送等の遅延、
または申込みの不備等によって商
品交換が行われない等の事故について、事務局等はその一切の責任を
負わず、
その事故に起因して生じる申請者およびその他の者の損害等に
対していかなる義務も負いません。

7 .本同意事項の変更
事務局が本同意事項を変更するときは、あらかじめ変更の7日前まで
に、本事業に係るウェブサイトおよびその他の告知物等により、本同意
事項の変更をする旨、変更内容および変更の効力発生時期を周知する
ものとします。ただし、上記に関わらず、当該変更が申請者一般の利益に
適合するとき、または緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情
がある場合には、周知期間を短縮し、
または変更の効力発生後速やかに
上記の方法において周知することができるものとします。
変更後の本同意事項については、事務局が定めた効力発生時期よ
り、効力を生じるものとします。
制定日：2021年 6 月1日
更新日：2021年10月5日
更新日：2022年 2 月4日

商品交換申込書の提出方法
審査が完了し、ポイント発行後（ポイント通知が届いてから）に申込みを行ってください。
（ポイント発行申請を提出後、ポイントが発行されるまでは交換申込みはできません。）

郵便
〒

申込書を郵送にて送付してください。
※商品交換は窓口では受付けしておりません。

POST

郵送先
〒115-8691
赤羽郵便局私書箱13号
グリーン住宅ポイント 商品交換係

※商品交換の申込み期限は令和4年2月15日
（必着）
です。
期限を経過して交換されずに残っているポイントはすべて無効となります。

申請者本人がオンライン申請を行った場合は、事務局ホームページからログインし、インターネットから商品交換を行う必要があります。
（商品交換申込書での交換申込みはできません。）

グリーン住宅ポイント事務局

0570-550-744

ホームページ
ナビダイヤル
（通話料がかかります） 9：00〜17：00
（土・日・祝含む） https://greenpt.mlit.go.jp
※IP電話等からのお問い合わせ先 042-303-1414

左記の
QRコードから
ジャンプ
できます
20220204版

切り取り線

申請者は、引っ越し等により申請書類に記載した住所の変更があっ
た場合、速やかに事務局に連絡を行い、その指示に従わなければなりま
せん。交換商品事業者の責めに帰さない事由（申請者の不在、事務局に
対する事前の通知なしの住所変更、申請者に対して発行されたポイント
の取り消し、前項の協議が整わなかった場合等。）により、令和4年3月

15日までに納品できない場合（ただし、事務局が別途やむを得ない理
由により当該期限に間に合わないと判断した場合は、
この限りではあり
ません）
または期限にかかわらず納品できないことが明らかになった場
合、交換商品事業者の申し出に基づき、事務局は、商品交換の申込みを
無効とすることがあります。

/

（別紙）
ページ
※記入欄が足りない場合は、
コピーしてご使用ください。

商品交換申込書

共通

必ず5ページの
《本申込書の記入にあたっての注意事項》
を確認のうえ、
ご記入ください。
受付番号＊

氏

＊ポイント通知に記載の受付番号をご記入ください。

生年月日

名

明治

大正

昭和

年

平成

ｰ

連絡先

月

日

ｰ

ポイントの情報
商品交換の申込み期限は、令和4年2月15日
（必着）
です。
以下に希望する商品を記入し、
商品の交換申込みを行ってください。

1 利用可能ポイント数

ポイント

（①受付期間外・在庫切れ・年齢制限②記入間違え等により商品を特定できない③ポイント
交換したい商品を上から順に記入します。 交換できない商品
不足等）が含まれていた場合、
当該商品以下に記入された商品の交換を行わないことを確認しました。

1
2
3
4
5
6
7
8

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

商品コード
メモ欄
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記入
番号

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

商品コード
メモ欄

記入
番号

＋

数量

2 合計利用ポイント数

1

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

商品名

3 商品交換後の利用可能ポイント数
（

ポイント

当該ポイントは
− 2 ）※商品交換の申込み期限後、
失効します。

★
ポイント
★
ポイント

★複数枚使用する場合、最後の一枚に計算結果を記入してください。

商品はおおむね、
申込みから1か月程度で発送されます。
（事業者が提供時期を予め公表しているものを除く）
一度にまとめて申込みを行うと同時期に届く場合がありますので、収納場所等ご確認のうえ申込みください。
納品依頼時に交換できない商品が含まれていた場合、再度送付されるポイント通知の内容に従い、
改めて交換申込みをしてください。
(事務局使用)

20220204版

提出不要

グリーン住宅ポイント

商品交換申込書同意事項

※商品の交換は事務局ホームページの「商品交換ガイドライン」
に則って行います。
なお、所定の「商品交換申込ハガキ」
または「商品交換申込書」
（以下、併せて
「交換申込書」
という。）
を利用する場合、以下も適用されますのでご注意ください。
なお、本同意事項で使用する語は、特段の定め
がない限り、
申請書同意事項に定める意味を有するものとします。
１．商品交換申込の無効
事務局は交換申込書により申し込まれた交換希望商品が以下の①〜
③のいずれかに該当する場合、当該希望商品の商品交換の申込みを無
効とし、利用可能なポイントに加算して再度ポイント通知を送付します。
なお、下記①に関して、複数の希望商品が存在する場合に商品コードに
誤りのある希望商品が存在するときでも、他の正しく記入された希望商
品の商品交換は行います。
①記入した商品コードに誤りがあり、希望商品が特定できない場合
②事務局が受理した交換申込書を処理する時点において、交換事業者
が交換申込みを終了している場合
③未成年の申請者が、酒類の商品交換の申込みを行っている場合

2 .ポイントの不足と優先順位
記入した商品コードが指定する希望商品の商品交換に必要なポイン
ト数やポイントの計算に誤りがある場合であっても、当該希望商品の交
換に必要なポイントに不足がないときは、事務局は、事前に申請者等に
連絡することなく正しいポイント数に訂正の上、商品交換を行います。
また、商品交換に必要なポイントが不足する場合、事務局は、利用可
能なポイントの範囲内で記入番号の順に従い商品の交換を行います。

3 .商品の変更・取り消し
申請者は、申込みを行った当該希望商品の変更、商品交換の申込み
の取り消しおよび受取の拒否を行うことはできません。
天候等の止むを得ない理由により納品完了報告の期限までに申請者
に納品し、納品完了報告を行うことができないことが明らかになった場
合、交換商品事業者は申請者に対して交換商品の納品予定日の変更、
代替商品への変更等の協議を申し出ることがあります。申請者は、交換
商品事業者からの協議に応じなければなりません。

4 .住所変更

5 .商品交換の期限
商品交換は、令和4年2月15日（以下、
「 商品交換の申込み期限」
とい
う。ただし、大型配送商品や工事を伴う商品については、令和4年1月15
日）
までにポイント交換機能の利用、
または交換申込書を事務局に郵送
することにより、商品交換の申込みを行ってください。なお、交換申込書
による商品交換は、商品交換の申込み期限までに事務局の定める私書
箱に郵送（必着）
しなければなりません。なお、期限を過ぎて利用されて
いないポイントおよび当該ポイントに付随して生じる一切の権利は本
制度の終了をもってすべて失効します。

6 .免責
交換申込書の紛失、郵送等の遅延、
または申込みの不備等によって商
品交換が行われない等の事故について、事務局等はその一切の責任を
負わず、
その事故に起因して生じる申請者およびその他の者の損害等に
対していかなる義務も負いません。

7 .本同意事項の変更
事務局が本同意事項を変更するときは、あらかじめ変更の7日前まで
に、本事業に係るウェブサイトおよびその他の告知物等により、本同意
事項の変更をする旨、変更内容および変更の効力発生時期を周知する
ものとします。ただし、上記に関わらず、当該変更が申請者一般の利益に
適合するとき、または緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情
がある場合には、周知期間を短縮し、
または変更の効力発生後速やかに
上記の方法において周知することができるものとします。
変更後の本同意事項については、事務局が定めた効力発生時期よ
り、効力を生じるものとします。
制定日：2021年 6 月1日
更新日：2021年10月5日
更新日：2022年 2 月4日

商品交換申込書の提出方法
審査が完了し、ポイント発行後（ポイント通知が届いてから）に申込みを行ってください。
（ポイント発行申請を提出後、ポイントが発行されるまでは交換申込みはできません。）

郵便
〒

申込書を郵送にて送付してください。
※商品交換は窓口では受付けしておりません。

POST

郵送先
〒115-8691
赤羽郵便局私書箱13号
グリーン住宅ポイント 商品交換係

※商品交換の申込み期限は令和4年2月15日
（必着）
です。
期限を経過して交換されずに残っているポイントはすべて無効となります。

申請者本人がオンライン申請を行った場合は、事務局ホームページからログインし、インターネットから商品交換を行う必要があります。
（商品交換申込書での交換申込みはできません。）

グリーン住宅ポイント事務局

0570-550-744

ホームページ
ナビダイヤル
（通話料がかかります） 9：00〜17：00
（土・日・祝含む） https://greenpt.mlit.go.jp
※IP電話等からのお問い合わせ先 042-303-1414

左記の
QRコードから
ジャンプ
できます
20220204版

切り取り線

申請者は、引っ越し等により申請書類に記載した住所の変更があっ
た場合、速やかに事務局に連絡を行い、その指示に従わなければなりま
せん。交換商品事業者の責めに帰さない事由（申請者の不在、事務局に
対する事前の通知なしの住所変更、申請者に対して発行されたポイント
の取り消し、前項の協議が整わなかった場合等。）により、令和4年3月

15日までに納品できない場合（ただし、事務局が別途やむを得ない理
由により当該期限に間に合わないと判断した場合は、
この限りではあり
ません）
または期限にかかわらず納品できないことが明らかになった場
合、交換商品事業者の申し出に基づき、事務局は、商品交換の申込みを
無効とすることがあります。

/

（別紙）
ページ
※記入欄が足りない場合は、
コピーしてご使用ください。

商品交換申込書

共通

必ず5ページの
《本申込書の記入にあたっての注意事項》
を確認のうえ、
ご記入ください。
受付番号＊

氏

＊ポイント通知に記載の受付番号をご記入ください。

生年月日

名

明治

大正

昭和

年

平成

ｰ

連絡先

月

日

ｰ

ポイントの情報
商品交換の申込み期限は、令和4年2月15日
（必着）
です。
以下に希望する商品を記入し、
商品の交換申込みを行ってください。

1 利用可能ポイント数

ポイント

（①受付期間外・在庫切れ・年齢制限②記入間違え等により商品を特定できない③ポイント
交換したい商品を上から順に記入します。 交換できない商品
不足等）が含まれていた場合、
当該商品以下に記入された商品の交換を行わないことを確認しました。

1
2
3
4
5
6
7
8

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

＋

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

数量

商品名

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

事業者名
事業・サービス名

商品コード
メモ欄
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記入
番号

ポイント

商品コード
メモ欄

記入
番号

商品コード
メモ欄

記入
番号

＋

数量

2 合計利用ポイント数

1

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

商品名

3 商品交換後の利用可能ポイント数
（

ポイント

当該ポイントは
− 2 ）※商品交換の申込み期限後、
失効します。

★
ポイント
★
ポイント

★複数枚使用する場合、最後の一枚に計算結果を記入してください。

商品はおおむね、
申込みから1か月程度で発送されます。
（事業者が提供時期を予め公表しているものを除く）
一度にまとめて申込みを行うと同時期に届く場合がありますので、収納場所等ご確認のうえ申込みください。
納品依頼時に交換できない商品が含まれていた場合、再度送付されるポイント通知の内容に従い、
改めて交換申込みをしてください。
(事務局使用)

20220204版

提出不要

グリーン住宅ポイント

商品交換申込書同意事項

※商品の交換は事務局ホームページの「商品交換ガイドライン」
に則って行います。
なお、所定の「商品交換申込ハガキ」
または「商品交換申込書」
（以下、併せて
「交換申込書」
という。）
を利用する場合、以下も適用されますのでご注意ください。
なお、本同意事項で使用する語は、特段の定め
がない限り、
申請書同意事項に定める意味を有するものとします。
１．商品交換申込の無効
事務局は交換申込書により申し込まれた交換希望商品が以下の①〜
③のいずれかに該当する場合、当該希望商品の商品交換の申込みを無
効とし、利用可能なポイントに加算して再度ポイント通知を送付します。
なお、下記①に関して、複数の希望商品が存在する場合に商品コードに
誤りのある希望商品が存在するときでも、他の正しく記入された希望商
品の商品交換は行います。
①記入した商品コードに誤りがあり、希望商品が特定できない場合
②事務局が受理した交換申込書を処理する時点において、交換事業者
が交換申込みを終了している場合
③未成年の申請者が、酒類の商品交換の申込みを行っている場合

2 .ポイントの不足と優先順位
記入した商品コードが指定する希望商品の商品交換に必要なポイン
ト数やポイントの計算に誤りがある場合であっても、当該希望商品の交
換に必要なポイントに不足がないときは、事務局は、事前に申請者等に
連絡することなく正しいポイント数に訂正の上、商品交換を行います。
また、商品交換に必要なポイントが不足する場合、事務局は、利用可
能なポイントの範囲内で記入番号の順に従い商品の交換を行います。

3 .商品の変更・取り消し
申請者は、申込みを行った当該希望商品の変更、商品交換の申込み
の取り消しおよび受取の拒否を行うことはできません。
天候等の止むを得ない理由により納品完了報告の期限までに申請者
に納品し、納品完了報告を行うことができないことが明らかになった場
合、交換商品事業者は申請者に対して交換商品の納品予定日の変更、
代替商品への変更等の協議を申し出ることがあります。申請者は、交換
商品事業者からの協議に応じなければなりません。

4 .住所変更

5 .商品交換の期限
商品交換は、令和4年2月15日（以下、
「 商品交換の申込み期限」
とい
う。ただし、大型配送商品や工事を伴う商品については、令和4年1月15
日）
までにポイント交換機能の利用、
または交換申込書を事務局に郵送
することにより、商品交換の申込みを行ってください。なお、交換申込書
による商品交換は、商品交換の申込み期限までに事務局の定める私書
箱に郵送（必着）
しなければなりません。なお、期限を過ぎて利用されて
いないポイントおよび当該ポイントに付随して生じる一切の権利は本
制度の終了をもってすべて失効します。

6 .免責
交換申込書の紛失、郵送等の遅延、
または申込みの不備等によって商
品交換が行われない等の事故について、事務局等はその一切の責任を
負わず、
その事故に起因して生じる申請者およびその他の者の損害等に
対していかなる義務も負いません。

7 .本同意事項の変更
事務局が本同意事項を変更するときは、あらかじめ変更の7日前まで
に、本事業に係るウェブサイトおよびその他の告知物等により、本同意
事項の変更をする旨、変更内容および変更の効力発生時期を周知する
ものとします。ただし、上記に関わらず、当該変更が申請者一般の利益に
適合するとき、または緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情
がある場合には、周知期間を短縮し、
または変更の効力発生後速やかに
上記の方法において周知することができるものとします。
変更後の本同意事項については、事務局が定めた効力発生時期よ
り、効力を生じるものとします。
制定日：2021年 6 月1日
更新日：2021年10月5日
更新日：2022年 2 月4日

商品交換申込書の提出方法
審査が完了し、ポイント発行後（ポイント通知が届いてから）に申込みを行ってください。
（ポイント発行申請を提出後、ポイントが発行されるまでは交換申込みはできません。）

郵便
〒

申込書を郵送にて送付してください。
※商品交換は窓口では受付けしておりません。

POST

郵送先
〒115-8691
赤羽郵便局私書箱13号
グリーン住宅ポイント 商品交換係

※商品交換の申込み期限は令和4年2月15日
（必着）
です。
期限を経過して交換されずに残っているポイントはすべて無効となります。

申請者本人がオンライン申請を行った場合は、事務局ホームページからログインし、インターネットから商品交換を行う必要があります。
（商品交換申込書での交換申込みはできません。）

グリーン住宅ポイント事務局

0570-550-744

ホームページ
ナビダイヤル
（通話料がかかります） 9：00〜17：00
（土・日・祝含む） https://greenpt.mlit.go.jp
※IP電話等からのお問い合わせ先 042-303-1414

左記の
QRコードから
ジャンプ
できます
20220204版

切り取り線

申請者は、引っ越し等により申請書類に記載した住所の変更があっ
た場合、速やかに事務局に連絡を行い、その指示に従わなければなりま
せん。交換商品事業者の責めに帰さない事由（申請者の不在、事務局に
対する事前の通知なしの住所変更、申請者に対して発行されたポイント
の取り消し、前項の協議が整わなかった場合等。）により、令和4年3月

15日までに納品できない場合（ただし、事務局が別途やむを得ない理
由により当該期限に間に合わないと判断した場合は、
この限りではあり
ません）
または期限にかかわらず納品できないことが明らかになった場
合、交換商品事業者の申し出に基づき、事務局は、商品交換の申込みを
無効とすることがあります。

グリーン住宅ポイント

交 換 商 品 カタログ
令和 3 年 6 月版
申込み期限：令和

第

1巻

4 年 2 月 15 日まで

グリーン住宅ポイント事務局
▼ナビダイヤル（通話料がかかります）

0570-550-744

IP 電話等からの
ご利用の場合

042-303-1414

受付時間 9：00〜17：00（土・日・祝含む）
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

掲載商品には、在庫切れ等、申込みの時期により提供できない商品が
含まれていることがあります。予めご了承ください。

