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●本カタログに掲載されている商品は一例です。
※すべての商品および商品詳細については、本制度のホームページ http://shoenejutaku-points.jpをご覧いただくか、
　各商品交換事業者にお問い合わせください。

●本カタログの掲載商品は、平成27年5月25日現在のものです。
※掲載商品のうち、やむを得ず交換受付を停止している商品リストは、本制度のホームページ http://shoenejutaku-points.jp
　にてご確認いただくことができます。

平成28年1月15日まで

ポイント の 交 換 期 限

お気に入りの商品をお選びいただき、交換することができます。

様々な環境保全活動等を実施している団体への寄附や、
復興支援のための寄附をすることができます。

ポイント交換できるもの

商品との
交換

環境寄附
復興寄附

地域振興に資するもの
（地域商品券、地域産品、被災地産品、被災地商品券等）

省エネ・環境配慮に優れた商品
（エコ商品、エコ商品券等）

全国で使える商品券・プリペイドカード
（一般型商品券等）

即時交換については、ポイント発行申請時に窓口で申請する必要があるなど商品交換と申請方法が異なりますので、
詳しくは本制度のホームページ http://shoenejutaku-points.jpをご覧ください。

エコ住宅の新築、エコリフォームにより発行されたポイントを、当該工事を行う工事施工者が追加的に
実施する工事の費用に充当するものです。

即時交換　平成28年2月15日までに完了報告が可能な場合のみ

●ポイントの発行対象となる契約を締結した事業者が行う追加・グレードアップ工事が対象です。
　（エコ住宅の新築・エコリフォームは工事施工者、エコ住宅の購入は販売事業者）
●ポイント発行申請（工事完了前を含む）と合わせて、「即時交換申請書」の提出が必要です。
●即時交換を行う場合、事業者が必ず代理申請（完了報告を含む）を行い、
　申請窓口に書類の提出を行う必要があります。（郵送申請での受付けはできません）
●工事完了前の申請で即時交換を利用する場合、平成28年2月15日までに即時交換工事
　を含めた工事を完了し、完了報告をする必要があります。

ポイント交換商品について

追加工事の
費用に充てる



※被災地とは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」における「特定被災区域」とします。

1 地域型・中小企業型商品券等
地域の商店街や商工会議所等の商品券などを提供する事業者・サービスの一覧です。

3 全国型地域産品
全国の地域の特産品を提供する事業者・サービスの一覧です。

4 被災地（※）産品
被災地で生産・製造された商品をお選びいただけます。

5 被災地（※）商品券等
被災地の店舗や商店街で利用できる商品券や、被災地で生産・製造された製品と交換できる商品券などを
お選びいただけます。

都道府県型地域産品
各都道府県の様々な地域の特産品を提供する事業者・サービスの一覧です。
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省エネ住宅ポイント交換商品カタログ もくじ
2 
4
5 
6
7
8

ポイント交換商品について 
交換商品をお選びいただく際の注意事項
ポイント交換商品の申込み方法
　①ポイント発行・交換申請書で交換する方法 
　②ポイント発行・交換状況のお知らせ（ポイント通知ハガキ）で交換する方法 
　③マイページから交換する方法

地域振興に資するもの

一般型商品券等
商品券、食事券、旅行券、各種プリペイドカードなどを提供する事業者・サービスの一覧です。

8

全国で使える商品券・プリペイドカード

6 エコ商品
省エネや環境に配慮した様々なエコ商品をお選びいただけます。

7 エコ商品券等
省エネや環境に配慮した様々な乗車券・金券などをお選びいただけます。

省エネ・環境配慮に優れた商品

9 復興寄附
被災地（※）復興支援のために1ポイントから寄附することができます。

10 環境寄附
全国各地で様々な環境問題に取り組む団体に1ポイントから寄附することができます。

復興寄附／環境寄附
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○平成27年6月19日以降に追加された交換商品提供事業者等は、P92以降に掲載しています。
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〈お申込み時に注意が必要な商品〉
●送料・手数料等は、原則として交換に必要なポイント数に含まれますが、一部の交換商品には、交換に

必要なポイント数の他に別途設置取付料等が必要となる商品もありますので、詳しくは、各商品交換
事業者のホームページをご覧いただくか、各事業者に電話でお問い合わせください。

※商品によっては「利用可能地域が限られる」「受け渡し方法が指定される」ことがあります。お申込みにあたっては、十分ご注意ください。
※「窓口手渡し」の商品は、提供が可能になった時点で、商品交換事業者から受け渡し場所・方法等に関する通知があります。
※期間限定の商品、数量限定の商品があります。予め商品交換事業者にご確認いただくなど、ご注意ください。

　　　期 期間限定　数 数量限定　窓 窓口手渡し　 要工事  要取付工事・費用

●20歳未満の方はポイントを酒類へ交換することはできません。
●商品券等は、商品ごとに手数料等が設定されているため、商品の組み合わせにより、同じ額面の商品券等

でも、交換に必要なポイント数が異なる場合がありますのでご注意ください。
●詳しくは、各商品交換事業者のホームページをご覧いただくか、各事業者に電話でお問い合わせください。

　　　　例）5,000円分以下は手数料(100点)あり、5,000円分を超える場合は手数料なしの場合
仮に30,000円分と交換する場合

(1) ECO-5000（5,000円分）を6口分申請する場合
　  必要ポイント数 ＝ 5,100点× 6（数量） ＝ 30,600ポイント

(2) ECO-10000（10,000円分）を3口分申請する場合
　  必要ポイント数 ＝ 10,000点× 3（数量） ＝ 30,000ポイント

〈ウェブ利用商品券等への交換について〉
●インターネット上の手続きが必要となる商品については、商品交換事業者より、別途、通知が送付されます。

通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。（商品交換申請のみでは手続きが完了
していません。）

　　電 ウェブ利用商品券等

〈記入漏れに気が付いた場合〉
●省エネ住宅ポイント発行・交換申請書を事務局へ郵送されたり、ポイント通知ハガキでポイント交換申請

された場合は、申請者宛に不備通知をお送りします。不備通知が届き次第、再提出をお願いします。なお、
書類の確実な受け取りのため、不備通知の連絡前に事務局宛に訂正内容の追加送付をすることはお控え
ください。

●省エネ住宅ポイント発行・交換申請書を申請窓口へ持参された場合は、申請された窓口にご連絡ください。

〈商品のお届け〉
●ポイントの発行申請とあわせて商品交換申請を行うことができますが、交換商品のお届けには、ポイント
　発行の手続きや商品交換事業者の発送スケジュールの都合により時間がかかります。予めご了承ください。

●ポイント通知・商品発送先の住所を変更する場合は、省エネ住宅ポイント事務局に必ずご連絡ください。
●交換商品の詳細、ポイント通知到着後の交換商品の発送時期、到着商品に不備があった場合などの

お問い合わせは、各商品交換事業者へご連絡ください。

交換商品をお選びいただく際の注意事項

事業者コード Hxxx エコエコ商品券
■事業者：○○○○○○○　■問い合わせ先：○○○○○○○

■ TEL：000-0000-0000　■ URL：○○○○○○○

5,000円分 商品
コード ECO-5000 5,100 点

10,000円分 商品
コード ECO-10000 10,000 点
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詳しくは、本制度のホームページ http://shoenejutaku-points.jpをご覧ください。

【注意事項】
●事業者コード、商品コードは忘れずにご記入ください。
●一度お申込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●内容に誤りがある場合、商品交換の一部または全部の交換を行わないことがあります。
●ハガキにより商品の交換申込を行った後も残りポイントがある場合は、新しいポイント通知ハガキ

が届きます。（残りのポイントが無くなった場合は、新しいポイント通知ハガキは届きません。）

ポイント交換商品の申込み方法

②ポイント発行・交換状況のお知らせ（ポイント通知ハガキ）で交換する方法 （P7〜）
省エネ住宅ポイント事務局から送付された省エネ住宅ポイント発行・交換状況のお知らせ（ポイント通知
ハガキ）に付いているポイント交換申込書を用いて交換申請を行う方法です。

③マイページから交換する方法 （P8〜）
省エネ住宅ポイント事務局から送付された省エネ住宅ポイント発行・交換状況のお知らせ（ポイント通知
ハガキ）に記載されている「個人ID」「パスコード」で、事務局ホームページ内のマイページから交換申請
を行う方法です。詳しくは下記の省エネ住宅ポイントマイページをご覧ください。

申 請 方 法 ポイント交換申請には3種類の方法があります

http://shoenejutaku-points.jp/mypage省エネ住宅ポイントマイページ

●省エネ住宅ポイント事務局へ郵送

●全国の申請窓口に持参（以下でお近くの申請窓口をご案内しています）
※即時交換の申請は郵送では受付けておりません。必ず申請窓口で申請してください。

①ポイント発行・交換申請書で交換する方法 （P6〜）
ポイント発行申請書の提出時に交換申請を行う方法です。ポイント発行申請時にすでにポイント交換し
たい交換商品が決まっている方にお薦めの申込み方法です。

〒115-8691 赤羽郵便局 私書箱16号  省エネ住宅ポイント  受付係郵 送 先

http://shoenejutaku-points.jp省エネ住宅ポイントホームページ

ナビダイヤル　0570-053-666  ※通話料がかかります。

一部のIP電話等からのご利用　03-4334-9381  ※通話料がかかります。

 9:00～17:00 （土・日・祝日・年末年始含む）
※番号のかけ間違いのないよう十分にご注意ください。

省エネ住宅ポイント事務局



〈4枚目〉〈2枚目〉

（例）省エネ住宅ポイントが300,000ポイント発行される場合

今回の申請でポイントのすべてを商品等に交換しない場合（残りのポイントがある場合）は、ポイント発行後に省エネ住
宅ポイント事務局から申請者宛に送付されるポイント通知に記載された方法に従って商品と交換してください。ただし、
即時交換については、ポイント発行申請時に行う必要があります。

〈1枚目〉

いー1
事務局使用欄（申請者は記入不要）

【いー1】ポイント発行・交換申請書
工事請負契約書（注文住宅を新築した場合） 不動産売買契約書（分譲住宅を購入した場合）　
建築基準法に基づく「検査済証」
省エネ対象住宅証明書等

工事証明書（新築用）
申請者の本人確認ができる書類

　　　　　　　　　　

1
2
3
4

5
6

7

6
8
9
10
11

書類は上から、数字の順に並べて提出してください。
申請書類はコピーをとり、お手元に大切に保管してください。

申請者 代理申請者

申請に必要な書類が揃っているか確認し、左の　 にチェックしてください。

代理申請者の本人確認ができる書類　

※各書類の詳細については、「申請の手引き　新築　ポイント発行・交換申請用」をご覧ください。
※　　　　　線の書類は、事務局指定の書類を使用してください。省エネ住宅ポイントのホームページからダウンロードできます。

新 築
省エネ住宅ポイント

ポイント発行・交換申請書
P

【いー1】

即時交換申請書
即時交換用口座登録申込書　
振込口座が確認できる通帳等　
即時交換工事の工事写真 　

2枚目に続きます。

申請書類の確認

代理申請を行う場合は、提出してください

即時交換を利用する場合は、提出してください

A4:W210*H297mm2015.2.21　い-1_新築_ポイント発行・交換申請書_02

〒　　　　ｰ

ｰ　　　　ｰ
ｰ　　　　ｰ

申請者の現住所

申請者氏名 

3枚目に続きます。

連絡先

連絡先

担当者 連絡先

生年月日

作 成日

1 申請者の情報

〒　　　　ｰ　　　　　

ｰ　　　　ｰ ｰ　　　　ｰ

ｰ　　　　ｰ

2 代理申請者の情報

契約を締結した
工事施工者または
販売事業者

契約事業者の情報

いー1
事務局使用欄（申請者は記入不要）

印

3

印代理申請者

本申請書の記載内容、別紙「（新築）ポイント発行・交換申請書同意事項」（以下、同意事項）を確認の上、
申請を行います。

A4:W210*H297mm2015.2.21　い-1_新築_ポイント発行・交換申請書_03

4 ポイント発行対象住宅の情報
同上

住宅の種別

住宅の省エネ性能

住宅取得の目的 自ら居住するため 戸建住宅 共同住宅等

住宅の区分 注文住宅 分譲住宅

工事請負契約の
締結日

不動産売買契約の締結日 平成　　　年　　　月　　　日平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日 平成　　　年　　　月　　　日

トップランナー基準相当 一次エネルギー消費量等級5

断熱等性能等級4一次エネルギー消費量等級4 省エネルギー対策等級4

工事完了日建築着工日

いー1
事務局使用欄（申請者は記入不要）

5 ポイントの情報
申請する発行ポイント数

交換利用するポイント数

, ポイント

ポイント,0 0 03 0 0

即時交換で利用するポイント数

交換商品 利用ポイント数

即
時
交
換

商
品
交
換

交換後の利用可能ポイント数（＝　  －　  ）

,
,
,
,
,

（b）

（c）

（d）

（e）

（f）

,

, （a）

,

,
,
,
,

000

A

交換利用するポイントの合計B

C A B

〒　　　　ｰ

新築した住宅   の
所在地

 0570-053-666
 http://shoenejutaku-points.jp

省エネ住宅ポイント事務局

A4:W210*H297mm2015.2.21　い-1_新築_ポイント発行・交換申請書_04 A4:W210*H297mm2015.2.21　い-1_新築_ポイント発行・交換申請書_05

〈3枚目〉

平成27年3月版

4 ポイント発行対象住宅の情報
3 / 3 枚目

建物名 部屋番号

※「申請者の現住所」と同じ場合はチェックし、「新築した住宅の所在地」の記入は不要同上

住宅の種別

住宅の省エネ性能＊2

住宅取得の目的 自ら居住するため 戸建住宅 共同住宅等

住宅の区分 注文住宅 分譲住宅

＊2
工事請負契約の

締結日
不動産売買契約の締結日 平成　　　年　　　月　　　日

※平成26年12月27日から平成27年11月30日までの
　日付であること （変更契約不可）

平成　　　年　　　月　　　日
※平成26年12月27日から平成27年11月30日までの
　日付であること （建築着工以前の変更契約は可）

平成　　　年　　　月　　　日
※平成26年12月27日から平成28年3月31日までの
　日付であること

平成　　　年　　　月　　　日
※平成27年2月3日以降の日付であること

トップランナー基準相当 一次エネルギー消費量等級5

断熱等性能等級4
（平成25年基準相当）

一次エネルギー消費量等級4 省エネルギー対策等級4
（平成11年基準相当）

いずれか1つを選択

分譲住宅のみ記入

＊2工事完了日＊2建築着工日

＊1 過去に省エネ住宅ポイントの新築およびエコリフォームでポイントが発行された住宅は申請できません。　　　　 ＊2 「工事証明書（新築用）」に記載された内容を記入。

《 木造住宅の場合、以下でも可 》

いー1
事務局使用欄（申請者は記入不要）

5 ポイントの情報
申請する発行ポイント数

交換利用するポイント数

, ポイント

ポイント,0 0 03 0 0

即時交換で利用するポイント数
● 即時交換申請は、1,000ポイント以上の単位でしかできません。
● 分離発注の場合、即時交換はできません。

交換商品
事業者コード 商品コード（左詰めで記入） 交換に必要なポイント数 小　計数量

利用ポイント数

即
時
交
換

商
品
交
換（
５
つ
ま
で
選
択
で
き
ま
す
）

交換後の利用可能ポイント数（＝　  －　  ）

＊ 記入された事業者コード・商品コードに誤りがある場合、
　当該商品のみ交換を行わずポイントを発行することがあります。

＊

ポイント,
ポイント,
ポイント,
ポイント,
ポイント,

（b）

（c）

（d）

（e）

（f）

ポイント,

ポイント, （a）

ポイント,

ポイント,
ポイント,
ポイント,
ポイント,

個

個

個

個

個

※別途「即時交換申請書」が必要になります。

000

A

交換利用するポイントの合計
（（a）～（f）の合計）

B

C A B

フリガナ
〒　　　　ｰ 都   道 

府   県
市  区
町　村

郵便番号も必須

新築した住宅   の
所在地

＊1

住民票に記載
されている住所を記入

【いー1】  新築・申請書

ナビダイヤル 0570-053-666
ホームページ http://shoenejutaku-points.jp
※一部のIP電話からは 03-4334-9381

9：00～17：00
（土・日・祝含む）

省エネ住宅ポイント事務局
（通話料がかかります）

A4:W210*H297mm2015.2.21　い-1_新築_ポイント発行・交換申請書_04

10 0

2 0 0

A0 0 0 A B 0 0 0 10 0 10 010 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

a

ポイント発行申請と同時に商品交換をする場合は、
交換を希望する商品の［事業者コード］［商品コード］［交換に必要なポイント］［数量］［その商品で利用するポイント数小計］を記入

2

a即時交換ポイン
ト数と b〜 f の商品
交換ポイント数の
合計をイに記入

3

ア 発行ポイント数
から イ 利用ポイン
ト数合計を引いて
残りの利用可能ポ
イント数を記入4

2

即時交換を利用す
る場合はポイント
数を aへ記入

1

3

4

1

ア

イ

b〜 f

エコ住宅の新築とエコリフォームでは「省エネ住宅ポイント発行・交換申請書」の書式が異なりますが、ポイント交換申請
に関する項目は共通です。ここでは申請書のポイント交換申請情報の記入方法についてご説明いたします。

●一度に注文できる商品の種類は5つまでです。
●一度お申込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●商品を複数申込まれた際に、内容に誤りがある場合、商品交換の一部または全部の交換を行わず、ポイントを発
　行する場合があります。

平成27年3月版

4 ポイント発行対象住宅の情報
3 / 3 枚目

建物名 部屋番号

※「申請者の現住所」と同じ場合はチェックし、「新築した住宅の所在地」の記入は不要同上

住宅の種別

住宅の省エネ性能＊2

住宅取得の目的 自ら居住するため 戸建住宅 共同住宅等

住宅の区分 注文住宅 分譲住宅

＊2
工事請負契約の

締結日
不動産売買契約の締結日 平成　　　年　　　月　　　日

※平成26年12月27日から平成27年11月30日までの
　日付であること （変更契約不可）

平成　　　年　　　月　　　日
※平成26年12月27日から平成27年11月30日までの
　日付であること （建築着工以前の変更契約は可）

平成　　　年　　　月　　　日
※平成26年12月27日から平成28年3月31日までの
　日付であること

平成　　　年　　　月　　　日
※平成27年2月3日以降の日付であること

トップランナー基準相当 一次エネルギー消費量等級5

断熱等性能等級4
（平成25年基準相当）

一次エネルギー消費量等級4 省エネルギー対策等級4
（平成11年基準相当）

いずれか1つを選択

分譲住宅のみ記入

＊2工事完了日＊2建築着工日

＊1 過去に省エネ住宅ポイントの新築およびエコリフォームでポイントが発行された住宅は申請できません。　　　　 ＊2 「工事証明書（新築用）」に記載された内容を記入。

《 木造住宅の場合、以下でも可 》

いー1
事務局使用欄（申請者は記入不要）

5 ポイントの情報
申請する発行ポイント数

交換利用するポイント数

, ポイント

ポイント,0 0 03 0 0

即時交換で利用するポイント数
● 即時交換申請は、1,000ポイント以上の単位でしかできません。
● 分離発注の場合、即時交換はできません。

交換商品
事業者コード 商品コード（左詰めで記入） 交換に必要なポイント数 小　計数量

利用ポイント数

即
時
交
換

商
品
交
換（
５
つ
ま
で
選
択
で
き
ま
す
）

交換後の利用可能ポイント数（＝　  －　  ）

＊ 記入された事業者コード・商品コードに誤りがある場合、
　当該商品のみ交換を行わずポイントを発行することがあります。

＊

ポイント,
ポイント,
ポイント,
ポイント,
ポイント,

（b）

（c）

（d）

（e）

（f）

ポイント,

ポイント, （a）

ポイント,

ポイント,
ポイント,
ポイント,
ポイント,

個

個

個

個

個

※別途「即時交換申請書」が必要になります。

000

A

交換利用するポイントの合計
（（a）～（f）の合計）

B

C A B

フリガナ
〒　　　　ｰ 都   道 

府   県
市  区
町　村

郵便番号も必須

新築した住宅   の
所在地

＊1

住民票に記載
されている住所を記入

【いー1】  新築・申請書

ナビダイヤル 0570-053-666
ホームページ http://shoenejutaku-points.jp
※一部のIP電話からは 03-4334-9381

9：00～17：00
（土・日・祝含む）

省エネ住宅ポイント事務局
（通話料がかかります）

A4:W210*H297mm2015.2.21　い-1_新築_ポイント発行・交換申請書_04

A0 0 0 A B 0 0 0 10 0 10 010 0 0 0 0 0

4桁の事業者コードを記入

ポイント数×数量
を計算し、記入

希望商品1個あたりの
ポイント数を右詰めで記入

希望する数量を記入 ※1桁の場合は右詰めで記入

最大10桁の商品コード
を左詰めで記入
●10桁とは限りません
●商品名を書かないでください

ポイント交換申請方法：①ポイント発行・交換申請書で交換

交換申請の際は、希望する交換商品の事業者コード・商品コード・利用ポイント数・数量をよく確認し、
数字・記号・アルファベットの大文字・小文字をわかりやすくはっきりと記入してください。

〈カタログ掲載例〉

事業者コード A000 エコエコ商品券
■事業者：○○○○○○○　■問い合わせ先：○○○○○○○

■ TEL：000-0000-0000　■ URL：○○○○○○○

300,000円分 商品
コード AB100000 300,000 点

15,000円分 商品
コード AB15000 15,000 点

10,000円分 商品
コード AB000 10,000 点

［事業者コード］

［商品コード］ ［利用ポイント数］

ポイント発行・
交換申請書の種類

交換利用するポイント
情報の記入ページ

エコ住宅の
新築

【いー1】新築タイプ　
　　　  （ポイント発行申請）

申請書３枚目【いー2】新築タイプ　
　　　  （工事完了前ポイント発行申請）

【ろー1】完成済購入タイプ　
　　　  （ポイント発行申請）

エコ
リフォーム

【にー1】戸別申請　
　　　  （ポイント発行申請）

申請書5枚目

【にー2】戸別申請　
　　　  （工事完了前ポイント発行申請）

【ほー1】一括申請　
　　　  （ポイント発行申請）

【ほー2】一括申請　
　　　  （工事完了前ポイント発行申請）

交換申請に
あたってのご注意

6



本カタログまたは省エネ住宅ポイント事務局ホームページhttp://shoenejutaku-points.jpの交換商品検索ページから
希望の商品を選び、事業者コード・商品コード・利用ポイント数・数量をお間違いのないようご記入ください。

●一度に注文できる商品の種類は5つまでです。
●一度お申込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●商品を複数申込まれた際に、内容に誤りがある場合、商品交換の一部または全部の交換を行わないことがあります。
●ハガキにより商品の交換申請を行った後も残りポイントがある場合は、新しいポイント通知ハガキが届きます。
 （残りのポイントが無くなった場合は、新しいポイント通知ハガキは届きません。）

希望する数量を記入
●1桁の場合は右詰めで記入

ポイント×数量を計算し記入

4桁の事業者コードを記入

希望商品1個あたりの
ポイント数を右詰めで記入

交換を希望する
［事業者名/事業・サービス名］
［商品名］を記入

最大10桁の商品コードを
左詰めで記入
●10桁とは限りません
● 商品名を書かないでください

〈ハガキ裏面〉
ポイント交換申込書
ハガキの記入の仕方

記載内容を確認し、同意の
上、チェックをしてください

1

商品交換に利用する
ポイント数の合計を記入

3

4

〈ハガキ表面〉

1

交換を希望する商品の
情報をそれぞれ記入
※交換商品は、省エネ住宅ポ

イント交換商品カタログや
本制度のホームページで確
認できます。

22

2 0 0 0 0

2 5 0 0 0

住宅順一

○○県○○市○○ 1-10-X
100 00XX

1 0 0 0 0

● ● ●−● ● ● ●

●−● ● ● ●B ●●●

Z ●●●

5 0 0 05 0 0 0 1

2

○×お買物券

○×缶詰セット○×食品株式会社

○×ギフト株式会社

ポイント交換申請方法：②ポイント発行・交換状況のお知らせ（ポイント通知ハガキ）で交換

申請者の情報を記入4

交換申請の際は、希望する交換商品の事業者コード・商品コード・利用ポイント数・数量をよく確認し、
数字・記号・アルファベットの大文字・小文字をわかりやすくはっきりと記入してください。

交換申請に
あたってのご注意

3
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※お電話される際は、番号のかけ間違いのないよう十分ご注意ください。

※ダイヤル回線をご利用の方は、最初に「＊」「♯」「トーン」「PB」等を押してプッシュトーンに切り替えてください。電話機により切替機能が異なります。 
詳しくは、ご利用の電話機の取扱説明書をご参照ください。

省エネ住宅ポイント事務局
9:00〜17:00（土・日・祝日・年末年始含む） 0570-053-666 ナビダイヤル　※通話料がかかります。

一部のIP電話等からのお問い合わせの方  03-4334-9381  ※通話料がかかります。

個人ID・パスコードをお忘れの方

1.マイページのログイン方法

事務局マイページ http://shoenejutaku-points.jp/mypageにアクセスします。1

2 マイページのログイン画面から、「ポイント通知に記載されている、個人IDとパスコード」を入力し、
「ログイン」をクリックします。

〈ポイント通知〉

マイページではポイント利用状況の確認、商品への交換申請ができます。

事務局マイページ ▶▶▶  http://shoenejutaku-points.jp/mypage

 マイページにログインし、
 「ポイント交換」をクリックします1

「交換商品カタログ」
「交換商品検索」から商品を選択2

 「カート」を確認し、
 間違いがなければ
 「商品交換を交換する」をクリック

3

2.マイページでの交換申請方法

〈マイページ（ログイン後画面）〉 〈マイページ（ポイント交換ページ）〉

2

3

〈マイページ ログイン画面〉

1
3

ポイント交換申請方法：③マイページから交換

※マイページで商品交換申込みをした場合は、ポイント通知ハガキは届きません。

交換申請の際は、希望する交換商品の事業者コード・商品コード・利用ポイント数・数量をよく確認し、
数字・記号・アルファベットの大文字・小文字をわかりやすくはっきりと記入してください。

8
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地域振興に資するもの

商品・商品券等との交換

被災地商品券等
被災地の店舗や商店街で利用できる商品券や、
被災地で生産・製造された商品と
交換できる商品券など

＞＞＞ P50～

地域型・中小企業型商品券等 地域の商店街や
商工会議所等の商品券など ＞＞＞ P10～

全国型地域産品 全国の特産品など ＞＞＞ P30～

都道府県型地域産品 各都道府県の様々な地域の特産品など ＞＞＞ P24～

米・穀類／野菜・果物／魚介類／肉類／卵・乳製品／菓子・デザート
／惣菜・調味料／加工食品／飲料／酒類／詰め合せ／その他

電化製品／ファッション・小物／キッチン・日用品雑貨／インテリア・
寝具／工芸品／住宅・園芸用品／その他

〈食料品〉

〈生活用品等〉

被災地産品 被災地で生産・製造された商品など ＞＞＞ P38～



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

インターネット上の手続きが必要となる商品については、各事業者から通知が送付されます。通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。電10

事業者コード H004 ハマナス商品券 [北海道]

■事業者：協同組合ハマナス商店会　■問い合わせ先：協同組合ハマナス商店会

■ TEL：015-576-4884　

330,000円分 商品
コード S-330000 300,000 点 d

110,000円分 商品
コード S-110000 100,000 点 d

11,000円分 商品
コード S-11000 10,000 点 d

・この商品券はハマナス商店会加盟店でのみご利用頂けます。
・この商品券は現金と引き換え致しません。 
・この商品券の有効期限は発行日より3年です。

事業者コード H005 池田町ワインスタンプ会商品券 [北海道]

■事業者：協同組合池田町ワインスタンプ会　■問い合わせ先：池田町商工会

■ TEL：015-572-2135　■ URL：http://tokachi-ikeda.or.jp

500円×200枚 商品
コード B004 100,000 点 d

500円×100枚 商品
コード B003 50,000 点 d

500円×20枚 商品
コード B002 10,000 点 d

北海道池田町の協同組合池田町ワインスタンプ会 加盟店だけで使用できる商品券（額面500円）

事業者コード H006 サフォークスタンプ商品券 [北海道]

■事業者：サフォークスタンプ協同組合　■問い合わせ先：サフォークスタンプ協同組合

■ TEL：0165-23-2144　

100,000円分 商品
コード SF100000 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード SF10000 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード SF1000 1,000 点 d

士別市内のサフォークスタンプ加盟店でご利用できる商品券です。1,000円分から300,000円までの
39項目の商品をご用意しています。有効期限は発行日から6ヶ月です。窓口手渡しとなります。

事業者コード H007 どんぐり商品券 [北海道]

■事業者：更別どんぐりスタンプ会　■問い合わせ先：更別どんぐりスタンプ会

■ TEL：0155-52-2010　

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード 5000 5,000 点 d

3,000円分 商品
コード 3000 3,000 点 d

北海道更別村にて更別どんぐりスタンプ会加盟店30店舗で利用できる1枚額面500円の地域商品券で
す。3,000円、5,000円、10,000円分の3商品をご用意しています。有効期限は発行日から6ヶ月です。

事業者コード H008 協同組合サロベツドリームスタンプ会共通商品券 [北海道]

■事業者：協同組合サロベツドリームスタンプ会　■問い合わせ先：協同組合サロベツドリームスタンプ会

■ TEL：0162-82-1145　

300,000円分 商品
コード 012 300,000 点 d

100,000円分 商品
コード 011 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード 003 10,000 点 d

北海道豊富町内の協同組合サロベツドリームスタンプ会加盟、並びに賛助会員の各商店、飲食店等でご
利用いただける共通商品券です。

地域型・中小企業型
商品券等

北 海 道

事業者コード H001 石狩ハイスタンプ会商品券 [北海道]

■事業者：石狩ハイスタンプ会　■問い合わせ先：石狩ハイスタンプ会

■ TEL：0133-72-4575　■ URL：http://haistamp.web.fc2.com/

総額100,000円分 
（500円券×200枚）

商品
コード 29 100,500 点

総額50,000円分 
（500円券×100枚）

商品
コード 24 50,500 点

総額10,000円分 
（500円券×20枚）

商品
コード 03 10,500 点

北海道石狩市の石狩ハイスタンプ会加盟店全57店で使用できます。500円券でご用意致します。有効
期限は発行日から6か月です。

事業者コード H002 ふれあい商品券 [北海道]

■事業者：うりゅうふれあい会　■問い合わせ先：うりゅうふれあい会

■ TEL：0125-77-2155　

500円券×200枚
（総額100,000円分）

商品
コード 7 100,000 点 d

500円券×10枚
（総額5,000円分）

商品
コード 4 5,000 点 d

500円券×1枚
（総額500円分）

商品
コード 1 500 点 d

うりゅうふれあい会加盟店約60店舗で利用できる商品券です（1枚500円券）。有効期限は発行日から
6か月です。こちらからお送りする引換証の到着後速やかにうりゅうふれあい会にて引換をお願いします

（引換期限は引換証発送日から約2週間）。

事業者コード H003 上富良野町小規模事業共通商品券 [北海道]

■事業者：上富良野町商工会　■問い合わせ先：上富良野町商工会

■ TEL：0167-45-2191　

300,000円分 商品
コード 7 300,000 点 d

100,000円分 商品
コード 8 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード 5 10,000 点 d

上富良野町商工会取扱店で利用できる商品券です。 有効期限は発行日から3ヶ月です。 「窓口手渡し」
の商品の場合は引換証をお送りしますので、引換証の到着後速やかに当会の窓口までお越しください。 

（引換期限は、引換証発送日から約10日）



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 地域型・中小企業型商品券

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。各事業者からの通知を受領した上で、各事業者窓口にてお受け取りいただけます。窓 11

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて

いる商品があります。ご注意ください。
●商品券等には、有効期限のあるものがございます。詳細は

各事業者へお問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

マークの説明

寄

事業者コード H014 びばい商品券 [北海道]

■事業者：びばい商品券運営協議会　■問い合わせ先：美唄商工会議所

■ TEL：0126-63-4196　■ URL：http://www15.plala.or.jp/bibaicci/

10,000円分 商品
コード BIBA10000 10,500 点

5,000円分 商品
コード BIBA5000 5,500 点

1,000円分 商品
コード BIBA1000 1,500 点

北海道美唄市の、びばい商品券運営協議会に加盟している約160店舗で使用できる商品券です。券の
種類は、500円券と1,000円券の2種類あり、有効期限は発効日より6ヵ月以内です。

事業者コード H015 美深町共通商品券 [北海道]

■事業者：美深町商工業協同組合　■問い合わせ先：美深町商工会内　美深町商工業協同組合

■ TEL：01656-2-1014　

50,000円分 商品
コード B2 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード B3 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード B8 5,000 点 d

この商品券は美深町内の当組合加盟店約120店舗で使用できます。引換証をお送りいたしますので、
引換証の到着後すみやかに美深町商工会窓口までお越しください。（引換期限は引換証発行日から2週
間）

事業者コード H016 ふくしま共通商品券 [北海道]

■事業者：ふくしま商品券協同組合　■問い合わせ先：ふくしま商品券協同組合（福島町商工会）

■ TEL：0139-47-2272　

10,000円分 
（商品券1,000円×10枚）

商品
コード 004 10,000 点 d

5,000円分 
（商品券1,000円×5枚）

商品
コード 002 5,000 点 d

1,000円分 
（商品券1,000円×1枚）

商品
コード 003 1,000 点 d

北海道のふくしま商品券（協）加盟店で利用出来る商品券で、一万円分、五千円分、二千五百円分、千円
分の4商品をご用意してます。有効期限は発行日から1年です。引換方法はハガキで案内します。引換期
限はハガキ発送から約14日間、商工会へお越し下さい。

事業者コード H017 ふらの市内共通商品券 [北海道]

■事業者：富良野商工会議所　■問い合わせ先：富良野商工会議所

■ TEL：0167-22-3555　■ URL：http://www.furano.ne.jp/furano-cci/

100,000円分 商品
コード 100000 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード 5000 5,000 点 d

富良野市内のお店約330店舗でご利用頂ける地域商品券です。500円券と1,000円券の2種類をご用
意しています。有効期限は発行日から6ヶ月です。 商品券を使うことで特別なサービスを受けられるお
店もあります。

事業者コード H009 十勝清水町ハーモニーギフトカード（商品券） [北海道]

■事業者：清水町ハーモニーカード会　■問い合わせ先：清水町ハーモニーカード商店会

■ TEL：0156-62-2208　■ URL：http://www.do-shokoren.or.jp/shimizu/card/card.htm

100,000円分 
（500円券×200枚）

商品
コード 100000 100,000 点 d

50,000円分 
（500円券×100枚）

商品
コード 50000 50,000 点 d

10,000円分 
（500円券×20枚）

商品
コード 10000 10,000 点 d

十勝清水町のハーモニーカード商店会加盟店約60店舗で利用できる商品券（500円券）。有効期限は
発行日から6ヶ月です。 窓口手渡しとなります。引換証をお送りしますので指定窓口までお越しくださ
い。引換期限は引換証発送日から約2週間となります。

事業者コード H010 北海道湧別町チューリップSTAMP会商品券 [北海道]

■事業者：チューリップSTAMP会　■問い合わせ先：チューリップSTAMP会事務局（湧別町商工会内）

■ TEL：01586-2-2278　■ URL：http://www.shokokai.or.jp/01/015598S0001/index.htm

1,000円券×300枚 
（総額30万円分）

商品
コード 300000-1 300,000 点 d

1,000円券×100枚 
（総額10万円分）

商品
コード 100000-1 100,000 点 d

1,000円券×10枚 
（総額1万円分）

商品
コード 010000-1 10,000 点 d

北海道湧別町のチューリップSTAMP会加盟店約40店舗で使用できる商品券です。5百円から30万円
分までご用意しています。窓口手渡しの場合は引換証到着後速やかに指定窓口までお越し下さい。（引
換証発送日から2週間以内）郵送可能商品もございます。

事業者コード H011 ななえアップル商品券 [北海道]

■事業者：七飯町商工会　■問い合わせ先：七飯町商工会

■ TEL：0138-65-7111　■ URL：http://www.nanae-shoko.or.jp

額面1,000円×150枚 
（総額15万円分）

商品
コード N-06 150,000 点 d

額面1,000円×100枚 
（総額10万円分）

商品
コード N-07 100,000 点 d

額面1,000円×50枚 
（総額5万円分）

商品
コード N-08 50,000 点 d

北海道亀田郡七飯町内限定の地域商品券で、七飯町商工会加盟店の内約260店舗の商店や飲食店で
使用できる商品券です。

事業者コード H012 ニセコ町共通商品券 [北海道]

■事業者：ニセコ町商工会　■問い合わせ先：ニセコ町商工会

■ TEL：0136-44-2214　■ URL：http://www.shokokai.or.jp/niseko/

100,000円分 商品
コード 100000 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード 1000 1,000 点 d

北海道ニセコ町の加盟店43店舗で使用できる商品券です。有効期限は発行日から6ヶ月です。商品券は
「窓口手渡し」になりますので引換証をお送りします。引換証の到着後、指定の窓口までお越し下さい。

事業者コード H013 羽幌オロロンサービス会　商品券 [北海道]

■事業者：羽幌町商工会　■問い合わせ先：羽幌町商工会

■ TEL：0164-62-2209　

5,000円分 商品
コード 3 5,000 点 d

3,000円分 商品
コード 2 3,000 点 d

1,000円分 商品
コード 1 1,000 点 d

羽幌町内のみでの使用になります。羽幌オロロンサービス会加盟店、44店舗で使用できます。免許証、
保険証等身分の証明できるものと印鑑を持参してください。使用期間は発行日から半年間です。5千
円、3千円、千円の3種類の商品券になります。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

インターネット上の手続きが必要となる商品については、各事業者から通知が送付されます。通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。電12

事業者コード H023 輪西商店街金券 [北海道]

■事業者：輪西商店街振興組合　■問い合わせ先：輪西商店街振興組合事務局

■ TEL：0143-43-5846　■ URL：http://wanishi.com

100,000円分 商品
コード P-100000 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード P-10000 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード P-5000 5,000 点 d

室蘭市輪西管内の全ての物販店（スーパー・コンビニエンスストア含む）、理容・美容店や飲食店（スナッ
ク含む）にて利用できます。申し込み後に郵送された受け付けハガキを持参の上で、輪西商店街振興組
合事務局（ぷらっと。てついち内）までお越し下さい。

事業者コード H101 かみしほろバルーンスタンプ商品券 [北海道]

■事業者：かみしほろバルーンスタンプ協同組合　■問い合わせ先：かみしほろバルーンスタンプ協同組合

■ TEL：01564-2-3314　

100,000円分 商品
コード B-008 100,000 点 d

50,000円分 商品
コード B-007 50,000 点 d

30,000円分 商品
コード B-006 30,000 点 d

北海道上士幌町内の約70店舗で使える地域型商品券です。 500円券で500円分から10万円分までの
商品を「窓口手渡し」にてご用意しています。 商品券の有効期限は発効日より6ヶ月となっております。

事業者コード H102 大地くんプリペイドカード [北海道]

■事業者：士幌本町商店街協同組合　■問い合わせ先：士幌本町商店街協同組合

■ TEL：01564-5-4260　■ URL：http://www.shihoro.net/srv_about.php

券額面100,000円
（1枚・総額100,000円）

商品
コード 100000 100,000 点 d

券額面10,000円
（1枚・総額10,000円）

商品
コード 10000 10,000 点 d

券額面5,000円
（1枚・総額5,000円）

商品
コード 5000 5,000 点 d

北海道士幌町21店舗で利用できるプリペイドカード。100,000円　10,000円　5,000円をご用意。
有効期限は平成29年3月末。「商品は窓口手渡し」ですので「引換証」を郵送しますので二週間以内に指
定の窓口までお越しください。

事業者コード H106 ないえふれあいチケット [北海道]

■事業者：奈井江町商工会　■問い合わせ先：奈井江町商工会

■ TEL：0125-65-2151　■ URL：http://www.naie.jp

200,000円分 商品
コード 0007 200,000 点 d

100,000円分 商品
コード 0006 100,000 点 d

50,000円分 商品
コード 0005 50,000 点 d

奈井江町内ふれあいチケット取扱店のみ使用出来ます。 有効期限は発行日から6ヶ月です。 窓口手渡
しの商品の場合は、省エネ住宅ポイント事務局より通知が来てから、引換証を発行いたしますので1か
月以内に窓口にて交換お願いします。

事業者コード H018 松前シール会お買物券 [北海道]

■事業者：松前シール会　■問い合わせ先：松前商工会

■ TEL：0139-42-2339　

50,000円分 商品
コード SH07 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード SH04 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード SH03 5,000 点 d

松前町内34店舗でご利用できる地域の商品券です。有効期限は発行日から5ヶ月です。引換券を送付し
ますので、松前商工会窓口でお受け取りください。（引換期限は発行日から1カ月）

事業者コード H019 丸瀬布ラッキースタンプ会お買い物券 [北海道]

■事業者：丸瀬布ラッキースタンプ会　■問い合わせ先：えんがる商工会

■ TEL：0158-47-2121　

10,000円分 商品
コード 3 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード 2 5,000 点 d

3,000円分 商品
コード 1 3,000 点 d

北海道遠軽町の丸瀬布ラッキースタンプ会加盟店13店舗で利用できるお買い物券です。三千円、五千
円、一万円分の3商品をご用意しています。引換証（ハガキ）を郵送しますので、到着後当会窓口へお越
し下さい。（期限は、引換証発行日から約1ヶ月）

事業者コード H020 やくも商品券 [北海道]

■事業者：八雲商工会　■問い合わせ先：八雲商工会

■ TEL：0137-63-2525　■ URL：http://www.hapia.jp

300,000円分 商品
コード 300000 300,000 点 d

30,000円分 商品
コード 30000 30,000 点 d

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点 d

八雲商工会加盟店約550事業所で使用できる商品券です。500円分～30万円分の25商品を用意して
います。有効期限は発行日より3年間です。引換証をお送りしますので引換証の到着後速やかに当会窓
口までお越しください（引換証発行日から1ヶ月以内）

事業者コード H021 留萌市商店街連合会共通商品券 [北海道]

■事業者：留萌市商店街振興組合連合会　■問い合わせ先：るもいプラザ　商店街にぎわい広場

■ TEL：0164-56-4382　■ URL：http://rumoistg.digi2.jp/newpage1.html

1,000円×10枚 商品コード R-10 10,000 点 d

1,000円×3枚 商品
コード R-3 3,000 点 d

1,000円分 商品
コード R-1 1,000 点 d

留萌市商店街連合会加盟店他120店舗で利用できる商品券です。有効期限はありません。当会に発注
が到着した後に引換書を発行。引換書に記載された期限までに当会指定窓口までお引取りをお願いし
ます。引換期限は発行日から2週間として設定しています。

事業者コード H022 組合店全店共通商品券 [北海道]

■事業者：和寒町商業振興協同組合　■問い合わせ先：和寒町商業振興協同組合

■ TEL：0165-32-2341　

5,000円分 商品
コード 5000 5,000 点 d

3,000円分 商品
コード 3000 3,000 点 d

500円分 商品
コード 500 500 点 d

北海道の和寒町商業振興協同組合加盟店46店舗で利用できる商品券です。500円、3,000円、5,000
円分の3商品をご用意してます。 「窓口手渡し」のみです。引換証を郵送いたしますので、指定期日内に
引換証をご持参の上、窓口へお越しください。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 地域型・中小企業型商品券

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。各事業者からの通知を受領した上で、各事業者窓口にてお受け取りいただけます。窓 13

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて

いる商品があります。ご注意ください。
●商品券等には、有効期限のあるものがございます。詳細は

各事業者へお問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

マークの説明

寄

関 　 東

事業者コード H028 鹿沼市共通商品券 [栃木県]

■事業者：鹿沼商工会議所　■問い合わせ先：鹿沼商工会議所商品券係

■ TEL：0289-65-1111　■ URL：http://www.kanumacci.org

100,000円分 
（500円券×200枚）

商品
コード 100000A 100,000 点

10,000円分 
（500円券×20枚）

商品
コード 10000A 10,000 点

1,000円分 
（500円×2枚）

商品
コード 1000A 1,000 点

栃木県の鹿沼市内の大型店・スーパーなど加盟店約400店舗で利用できる商品券です。有効期限は発
行日より5年間なので安心してご利用いただけます。千円分から30万円分の商品券までご用意してい
ますので、全ての付与ポイントに対応いたします。

事業者コード H110 ベリーかーど加盟全店共通お買い物券 [栃木県]

■事業者：かみのかわサービスポイントカード会　■問い合わせ先：かみのかわサービスポイントカード会

■ TEL：0285-56-2206　■ URL：http://kaminokawa.shokokai-tochigi.or.jp/ivent/card-kai/pointcard-framepage.htm

額面1,000円×10枚
10,000円セット

商品
コード 10000 10,000 点 d

額面1,000円×5枚
5,000円セット

商品
コード 5000 5,000 点 d

額面1,000円×3枚
3,000円セット

商品
コード 3000 3,000 点 d

かみのかわサービスポイントカード会加盟店全店でお使い頂ける共通お買い物券です。加盟店数は、平
成27年1月末現在で42店舗となっております。

事業者コード H029 入間市商業協同組合商品券 [埼玉県]

■事業者：入間市商業協同組合　■問い合わせ先：入間市商業協同組合

■ TEL：04-2964-1811　■ URL：http://www.irumashi-sci.org/

49,500円分 商品
コード 50000 50,000 点 d

29,500円分 商品
コード 30000 30,000 点 d

9,500円分 商品
コード 10000 10,000 点 d

埼玉県入間市の入間市商業協同組合加盟店約100店舗で利用できる商品券で、有効期限はございま
せん。全て窓口での手渡しとなり、引換票をお送りしますので、引換票の到着後、窓口までお越しください

（引換期限は、引換票発送日から約1カ月）。

東 　 北

事業者コード H024 むつ市共通商品券 [青森県]

■事業者：むつ商工会議所　■問い合わせ先：むつ商工会議所　振興課

■ TEL：0175-22-2282　■ URL：http://www.mutsucci.or.jp/

100,000円分 商品
コード 01-100 100,000 点 d

1,000円券10枚 商品
コード 01-10 10,000 点 d

1,000円券1枚 商品
コード 01-1 1,000 点 d

青森県むつ市及び周辺町村の加盟店約400店で利用できる商品券です。千円券、五百円券があり、30
万円分から500円分の商品をご用意しています。有効期限はありません。引換券を送付するので、引換
券の到達後速やかに当所窓口でお受け取りください。

事業者コード H025 あきた共通商品券 [秋田県]

■事業者：あきた共通商品券協同組合　■問い合わせ先：あきた共通商品券協同組合　事務局

■ TEL：018-862-1636　■ URL：http://www.hoppe.or.jp/

100,000円分 商品
コード 100000 100,250 点

10,000円分 商品
コード 10000 10,250 点

1,000円分 商品
コード 1000 1,250 点

秋田県全域で使える「あきた共通商品券」。1,000円券と500円券がありとても便利にご利用いただけ
ます。商品コード29品目から組み合わせて選択でき500円刻みでお持ちのポイントを無駄なく申請い
ただけます。地域活性化のためにもご利用ください。

事業者コード H026 白い森おぐに共通商品券 [山形県]

■事業者：協同組合小国ポイント会　■問い合わせ先：協同組合小国ポイント会

■ TEL：0238-61-0055　■ URL：http://www.dewazi.or.jp/o-card/

300,000円分 商品
コード OG-300000 300,000 点

100,000円分 商品
コード OG-100000 100,000 点

10,000円分 商品
コード OG-10000 10,000 点

山形県小国町内の商店や宿泊施設など120店舗で利用できる共通商品券

事業者コード H027 最上町限定商品券「モガンバくん」 [山形県]

■事業者：もがみ南部商工会　■問い合わせ先：もがみ南部商工会

■ TEL：0233-43-2184　■ URL：http://mogami.mo-gami.jp/

50,000円分 商品
コード 50000 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード 1000 1,000 点 d

山形県最上町の約50店舖で利用できる商品券です。500円分から交換が可能です。有効期限は発行日
から6カ月です。 「窓口手渡し」となります。引換証をお送りしますので、到着後速やかに指定の窓口まで
お越しください（引換期限は、発送日から約2週間）



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

インターネット上の手続きが必要となる商品については、各事業者から通知が送付されます。通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。電14

事業者コード H035 逗子しおかぜカード「商品券」 [神奈川県]

■事業者：逗子ポイントカード事業協同組合　■問い合わせ先：逗子ポイントカード事業協同組合

■ TEL：046-873-2774　■ URL：http://www.shiokaze-card.com/

500円券×200枚 
（総額100,000円分）

商品
コード 100000 100,000 点

500円券×20枚 
（総額10,000円分）

商品
コード 10000 10,000 点

500円券×10枚 
（総額5,000円分）

商品
コード 5000 5,000 点

神奈川県逗子市内全域を対象とした「逗子しおかぜカード」加盟店約130店舗で利用出来る商品券で
す。商品券は500円券のみご用意しております。有効期限は、発送日の5ヶ月後の月末です。 上記以外
の商品コードは弊社のホームページをご覧下さい。

北 陸 ・ 甲 信 越

事業者コード H036 佐渡市相商商品券 [新潟県]

■事業者：相川町商品券協同組合　■問い合わせ先：相川町商品券協同組合

■ TEL：0259-74-3236　

300,000円分 商品
コード 300000 300,000 点 d

100,000円分 商品
コード 100000 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点 d

新潟県佐渡市内の商品券加盟店約362店舗でご利用いただける商品券です。

事業者コード H037 まごころ商品券 [新潟県]

■事業者：佐渡共通商品券協同組合　■問い合わせ先：佐渡共通商品券協同組合

■ TEL：0259-66-2458　

300,000円分 
（500円券600枚）

商品
コード 300000 300,000 点 d

100,000円分 
（500円券200枚）

商品
コード 100000 100,000 点 d

10,000円分 
（500円券20枚）

商品
コード 10000 10,000 点 d

新潟県佐渡市内の商品券加盟店305店舗でご利用いただける商品券です。3千円分～30万円分の19
商品を用意しています。受け渡し方法は窓口手渡しのみで、引換券を郵送しますので、組合窓口で商品
券と交換してください。(引換期限は約１か月)

事業者コード H038 津南町共通商品券 [新潟県]

■事業者：津南町商工会　■問い合わせ先：津南町商工会

■ TEL：025-765-2301　■ URL：http://www.tsunan.or.jp

500円券×20枚 
（総額1万円分）

商品
コード NT006610 10,000 点 d

500円券×10枚 
（総額5千円分）

商品
コード NT006605 5,000 点 d

500円券×2枚 
（総額千円分）

商品
コード NT006601 1,000 点 d

新潟県中魚沼郡津南町の津南町共通商品券加盟店約140店舗で利用できる商品券です。（有効期限は
発行日から6ヶ月間） 引換通知書をお送りしますので、到着後速やかに指定の窓口までお越し下さい。

事業者コード H030 春日部市内共通商品券 [埼玉県]

■事業者：春日部市商業協同組合　■問い合わせ先：春日部市商業協同組合

■ TEL：048-754-8020　■ URL：http://www1a.biglobe.ne.jp/fujichan/

300,000円分
1,000円券で300枚

商品
コード 300000 300,000 点 d

100,000円分
1,000円券で100枚

商品
コード 100000 100,000 点 d

10,000円分
1,000円券で10枚

商品
コード 10000 10,000 点 d

春日部市内の約600店舗で使用できる商品券です。券種は1,000円券で、有効期限はありません。商品は
「窓口手渡し」となります。お引渡しの案内書をお送りしますので、案内書の到着後速やかに指定の窓口ま
でお越しください。（引換期限は、約2週間）

事業者コード H031 秩父市共通商品券「和同開珎」 [埼玉県]

■事業者：秩父市商店連盟事業協同組合　■問い合わせ先：秩父市商店連盟事業協同組合

■ TEL：0494-22-4411　■ URL：http://www.chichibu-cci.or.jp/category.php?id=40

1,000円券×100枚 
（総額10万円分）

商品
コード w-100 100,000 点 d

1,000円券×10枚 
（総額1万円分）

商品
コード w-10 10,000 点 d

1,000円券×1枚 
（総額1,000円分）

商品
コード w-01 1,000 点 d

埼玉県秩父市内の加盟店約400店舗で利用できるコイン型商品券です。有効期限はありません。「窓口
手渡し」のため引換証をお送りいたします。引換証到着後は記載された期限までに指定の窓口までお越
し下さい。

事業者コード H032 大田区内共通商品券 [東京都]

■事業者：大田区商店街振興組合連合会　■問い合わせ先：大田区商店街振興組合連合会

■ TEL：03-3734-8500　■ URL：http://otakushoren.com

200,000円分 商品
コード OTA-200 201,000 点 d

100,000円分 商品
コード OTA-100 100,500 点 d

商品
コード

東京都大田区内の商品券取扱店にて利用できる商品券です。十万円分、二十万円分の2商品をご用意
しています。有効期限は発行日から5年です。ハガキにて引換証をお送りしますので、引換証の到着後
指定の窓口までお越しください。（引換期限は、引換証発送日から約30日）

事業者コード H033 品川区内共通商品券 [東京都]

■事業者：品川区商店街振興組合連合会　■問い合わせ先：品川区商店街振興組合連合会

■ TEL：03-5498-5931　■ URL：http://shoren.shinagawa.or.jp/

50,000円分 商品
コード 50000 50,000 点

5,000円分 商品
コード 5000 5,000 点

500円分 商品
コード 500 500 点

品川区内の商店街加盟店（大型店を除く）約2,000店舗でご利用出来る額面500円の商品券です。有効
期限は発行より約5年です。カタログ掲載商品以外の組合わせもご用意しております。詳細は弊会ホー
ムページまたは問い合わせ窓口にてご確認下さい。

事業者コード H034 世田谷区内共通商品券 [東京都]

■事業者：世田谷区商店街振興組合連合会　■問い合わせ先：世田谷区商店街振興組合連合会事務局

■ TEL：03-3414-1432　■ URL：http://www.ukiuki-setagaya.com

1,000円券10枚 商品
コード 10000 10,000 点

1,000円券5枚 商品
コード 5000 5,000 点

1,000円券1枚 商品
コード 1000 1,000 点

世田谷区商店街振興組合連合会加盟の約4,000店で商品券がご利用いただけます。千円分、五千円
分、一万円分の3商品券をご用意いたしました。有効期限は2019年12月31日までです。商品は発注
データが届いてから約2週間以内にお届けいたします。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 地域型・中小企業型商品券

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。各事業者からの通知を受領した上で、各事業者窓口にてお受け取りいただけます。窓 15

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて

いる商品があります。ご注意ください。
●商品券等には、有効期限のあるものがございます。詳細は

各事業者へお問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

マークの説明

寄

事業者コード H113 じょうはなフラワーカード商品券 [富山県]

■事業者：協同組合　じょうはなフラワーカード会　■問い合わせ先：（協）じょうはなフラワーカード会事務局

■ TEL：0763-62-2163　

50,000円分 商品
コード JH50000 50,000 点 d

30,000円分 商品
コード JH30000 30,000 点 d

10,000円分 商品
コード JH10000 10,000 点 d

富山県南砺市城端区域内のじょうはなフラワーカード会加盟店（約69店舗）にてお買い物が出来る商品
券です。プリペイド式の商品券で1円から利用可能。無期限なので安心してご利用いただけます。お買
いものは地元のお店で!

事業者コード H114 なんと共通商品券 [富山県]

■事業者：南砺市商工会　■問い合わせ先：南砺市商工会

■ TEL：0763-22-2536　■ URL：http://www.shokoren-toyama.or.jp/~nanto/

297,000円分 
（1,000円券×297枚）

商品
コード 300 300,000 点 d

150,000円分 
（1,000円券×150枚）

商品
コード 150 151,500 点 d

100,000円分 
（1,000円券×100枚）

商品
コード 100 101,000 点 d

南砺市商工会が発行する額面1,000円の紙型商品券です。南砺市一円のエリアにて使用でき、南砺市
商工会の会員約512店のお店等でご利用頂けます。

事業者コード H043 ドレミファ商品券 [石川県]

■事業者：津幡町販売事業協同組合　■問い合わせ先：ドレミファスタンプ会

■ TEL：076-288-4905　

100,000円分 商品
コード 100000 100,500 点

50,000円分 商品
コード 50000 50,500 点

1,000円分 商品
コード 1000 1,500 点

津幡町内の加盟店で利用できる商品券1枚1,000円分を1,000ポイントにて交換で、別途送料・事務手
数料として500ポイントを頂戴します。100,000円分～1,000円分まで100商品をご用意しています。

（1,000円単位で交換できます）

事業者コード H044 ろくほく地域振興券 [石川県]

■事業者：能登鹿北商工会　■問い合わせ先：能登鹿北商工会

■ TEL：0767-66-0001　■ URL：http://n.rokuhoku.shoko.or.jp

1,000円×100枚 商品
コード 0003 100,000 点 d

1,000円×10枚 商品
コード 0002 10,000 点 d

1,000円×1枚 商品
コード 0001 1,000 点 d

石川県七尾市鹿北地域（田鶴浜・中島・能登島）の商工会員480事業所で利用できる商品券です。額面
1,000円で、有効期限は発行日より6か月です。商品券引き取りは引換証到着後1か月以内に指定の窓
口でお受取下さい

事業者コード H039 長岡市共通商品券 [新潟県]

■事業者：長岡市共通商品券協同組合　■問い合わせ先：長岡市共通商品券協同組合

■ TEL：0258-86-7107　■ URL：http://www.nagaoka-shohinken.jp/

299,000円分 商品
コード 299 300,000 点

35,000円分 商品
コード 35 36,000 点

11,000円分 商品
コード 11 12,000 点

長岡市共通商品券 1,000円券は、長岡市内の約300店舗の加盟店でご利用できます。有効期限は
2019年2月20日まで（但し、毎年5月に有効期限が切り替わります。）交換商品リストは当組合のホーム
ページをご覧ください。

事業者コード H040 新潟市共通商品券 [新潟県]

■事業者：協同組合新潟市商店連合会　■問い合わせ先：協同組合新潟市商店連合会

■ TEL：025-246-4820　■ URL：http://gif10ken.com/

千円券299,000円分 
（1,000×299枚）

商品
コード 299000 300,000 点

千円券29,000円分 
（1,000×29枚）

商品
コード 29000 30,000 点

千円券2,000円分 
（1,000×2枚）

商品
コード 2000 3,000 点

新潟市内のデパート、大型スーパー、食品スーパー、商店街のお店など約1,000店舗で、お買い物や各
種サービスにご利用できる商品券です。詳しくはホームページ「新潟市共通商品券」で検索してくださ
い。

事業者コード H112 糸魚川市内共通商品券 [新潟県]

■事業者：糸魚川商工会議所　■問い合わせ先：糸魚川商工会議所

■ TEL：025-552-1225　■ URL：http://www.itoigawa-cci.or.jp

1,000円券×290枚 
（総額290,000円分）

商品
コード s-290 290,500 点

1,000円券×190枚 
（総額190,000円分）

商品
コード s-190 190,500 点

1,000円券×9枚 
（総額9,000円分）

商品
コード s-9 9,500 点

新潟県糸魚川市の糸魚川商工会議所、能生商工会、青海町商工会に加入業者約720店（社）で使用出来
る商品券です。券は1,000円券のみ、商品やサービスとの交換においては釣り銭が出ません。

事業者コード H041 福岡町共通商品券 [富山県]

■事業者：高岡市商工会　■問い合わせ先：高岡市商工会

■ TEL：0766-64-3088　

10,000円分 商品
コード F-10 10,500 点

5,000円分 商品
コード F-03 5,500 点

3,000円分 商品
コード F-02 3,500 点

福岡町共通商品券は富山県高岡市福岡町の商工会員登録加盟店で広く利用できる商品券となっていま
す。加盟店は約50店舗あり、小売・飲食、スーパー、各種サービス等の様々なジャンルのお店で利用でき
る魅力ある商品券です。

事業者コード H042 高岡市商店街連盟加盟店　共通商品券 [富山県]

■事業者：協同組合高岡市商店街連盟　■問い合わせ先：協同組合高岡市商店街連盟　事務局

■ TEL：0766-22-7553　■ URL：http://www.gcard-takaoka.jp/

100,000円分 商品
コード 100000 100,500 点

10,000円分 商品
コード 10000 10,500 点

1,000円 商品
コード 1000 1,500 点

「高岡市共通商品券」は地元商店街をはじめ、大型店、スーパー、ドラッグストアなど高岡市内約1,000
店舗の加盟店で使える商品券です。有効期限は2020年3月31日です。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

インターネット上の手続きが必要となる商品については、各事業者から通知が送付されます。通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。電16

事業者コード H048 野沢温泉商工会商品券 [長野県]

■事業者：野沢温泉商工会　■問い合わせ先：野沢温泉商工会

■ TEL：0269-85-2692　■ URL：http://www11.plala.or.jp/nosho/

500円券×20枚 
（総額1万円分）

商品
コード 1 10,000 点 d

500円券×10枚 
（総額5千円分）

商品
コード 2 5,000 点 d

500円券×2枚 
（総額千円分）

商品
コード 3 1,000 点 d

長野県野沢温泉村内約100店舗で利用できる商品券です。一万円分、五千円分、千円分をご用意してい
ます。有効期限は発行日から6ヵ月。引換証をお送りしますので、引換証の到着後速やかに窓口までお越
しください（引換期限は、引換証発行日から1ヶ月）

事業者コード H103 木島平村商工会「ふう太商品券」 [長野県]

■事業者：木島平村商工会　■問い合わせ先：木島平村商工会

■ TEL：0269-82-3994　■ URL：http://www.shoko-kijimadaira.jp/

5,000円分 商品
コード 2 5,000 点 d

3,000円分 商品
コード 3 3,000 点 d

500円分 商品
コード 4 500 点 d

長野県の木島平村商工会加盟の約100店で利用できる商品券です。五百円分から一万円分まで4商品
をご用意しています。有効期限は発行日から6ケ月です。 商品は「窓口手渡し」となりますので、引換証到
着後、木島平村商工会窓口にて速やかにお引換えをお願いします。

東 　 海

事業者コード H049 小坂町商品券 [岐阜県]

■事業者：小坂町商工会　■問い合わせ先：小坂町商工会

■ TEL：0576-62-2176　■ URL：http://www.hida-osaka.jp/info.html

100,000円 商品
コード 009 100,000 点 d

10,000円 商品
コード 004 10,000 点 d

500円 商品
コード 001 500 点 d

全て500円券です。有効期限は発行日より6ヶ月間で小坂町内の約50店舗で使えます。引換はがきを
郵送しますので、小坂町商工会にて引き渡しとなります。引換はがきには有効期限を記載しますので期
限内の引換をお願いします。

事業者コード H050 金山町共通商品券 [岐阜県]

■事業者：金山町商工会　■問い合わせ先：金山町商工会

■ TEL：0576-32-3370　■ URL：http://www.mirai.ne.jp/~ksyoko/syokokai/

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード 5000 5,000 点 d

1,000円分 商品
コード 1000 1,000 点 d

岐阜県下呂市の金山町内取扱店で使用できる商品券です。有効期限は発行日から6ヶ月です。〈窓口手
渡し〉引換証をお送りしますので記載された期限までに指定窓口までお越しください。

事業者コード H045 のみ共通商品券 [石川県]

■事業者：のみ商業協同組合　■問い合わせ先：のみ商業協同組合

■ TEL：0761-58-6330　

1,000円券×100枚 
（総額10万円分）

商品
コード 100000 100,000 点 d

1,000円券×50枚 
（総額5万円分）

商品
コード 50000 50,000 点 d

1,000円券×10枚 
（総額1万円分）

商品
コード 10000 10,000 点 d

石川県ののみ商業協同組合加盟店約100店舗で利用できる商品券です。十万円分、五万円分等7商品
をご用意しています。有効期限はございません。「窓口手渡し」の商品です。引換証をお送りしますので、
引換証の到着後速やかに指定の窓口までお越しください。

事業者コード H046 ショッピングセンターファミィ商品券 [石川県]

■事業者：輪島市商業協同組合　■問い合わせ先：ショッピングセンターファミィ

■ TEL：0768-22-8181　■ URL：http://famy-wajima.com/

1万円分 商品
コード F-0003 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード F-0002 1,000 点 d

500円分 商品
コード F-0001 500 点 d

石川県輪島市のショッピングセンターファミィ館内15店舗でご利用できます。商品券の準備が出来まし
たら引換証を郵送致しますので、期限までにサービスカウンターへお越し下さい。

事業者コード H107 珠洲スタンプ会商品券 [石川県]

■事業者：協同組合　珠洲スタンプ会　■問い合わせ先：珠洲スタンプ会事務局

■ TEL：0768-82-1115　■ URL：http://www.suzu.co.jp/suzustamp/

10,000円分 商品
コード 10000m 10,500 点 d

6,000円分 商品
コード 6000m 6,500 点 d

3,000円分 商品
コード 3000m 3,500 点 d

珠洲スタンプ会加盟店で使用できる商品券。券は500円商品券・1,000円商品券の2種類あります。

事業者コード H115 中能登町共通商品券 [石川県]

■事業者：鹿島郡商業振興協同組合　■問い合わせ先：鹿島郡商業振興協同組合

■ TEL：0767-76-1221　■ URL：http://www.shokokai.or.jp/17/1740710002/index.htm

1,000円券×100枚 
（総額10万円分）

商品
コード N100 100,000 点

1,000円券×50枚 
（総額5万円分）

商品
コード N050 50,000 点

1,000円券×10枚 
（総額1万円分）

商品
コード N010 10,000 点

中能登町内の加盟店（約80店舗）でご利用いただけます。

事業者コード H047 信州中野商工会議所共通商品券 [長野県]

■事業者：信州中野商工会議所　■問い合わせ先：信州中野商工会議所

■ TEL：0269-22-2191　■ URL：http://nakanocci.or.jp/

300,000円 商品
コード 300000A 300,000 点 d

200,000円 商品
コード 200000A 200,000 点 d

100,000円 商品
コード 100000A 100,000 点 d

中野市内約260店の共通商品券取扱店（商店・大型店等）でご利用できます。交換商品は26パターン用
意しています。取扱店は、当所ホームページでご確認いただくか、当所事務局までお問合せ下さい。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 地域型・中小企業型商品券

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。各事業者からの通知を受領した上で、各事業者窓口にてお受け取りいただけます。窓 17

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて

いる商品があります。ご注意ください。
●商品券等には、有効期限のあるものがございます。詳細は

各事業者へお問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

マークの説明

寄

事業者コード H056 静岡県くみあい商品券 [静岡県]

■事業者：静岡県経済農業協同組合連合会　■問い合わせ先：静岡県経済農業協同組合連合会　生活部　店舗生活課

■ TEL：054-284-9740　■ URL：http://jashizuoka-keizairen.net/

100,000円分 
（1,000円券100枚）

商品
コード SK100 100,500 点

10,000円分 
（1,000円券10枚）

商品
コード SK10 10,500 点

1,000円分 
（1,000円券1枚）

商品
コード SK1 1,500 点

静岡県のJA（購買店舗・ファーマーズマーケット・ガソリンスタンド・Aコープなど）でご利用になることが
できる商品券です。 ※　一部取扱いがない店舗がございますのでお問い合わせください。

事業者コード H057 愛知県農協ふれあい商品券 [愛知県]

■事業者：愛知県経済農業協同組合連合会　■問い合わせ先：JA あいち経済連　店舗総合課

■ TEL：0566-97-0711　■ URL：http://www.ja-aichi.or.jp/

50,000円分 
（1,000円券×50枚）

商品
コード 50000 50,000 点

40,000円分 
（1,000円券×40枚）

商品
コード 40000 40,000 点

30,000円分 
（1,000円券×30枚）

商品
コード 30000 30,000 点

愛知県内のJA（農協）が運営するAコープ・グリーンセンター・直売所等でご利用できます。千円単位で
一万円分から五万円分まで用意しています。有効期限はありません。

事業者コード H058 サルビアギフトカード [愛知県]

■事業者：協同組合安城サルビアスタンプ会　■問い合わせ先：協同組合安城サルビアスタンプ会

■ TEL：0566-72-5000　■ URL：http://www.salvia.or.jp

100,000円分 商品
コード s100000 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード salvi10000 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード salvi-5000 5,000 点 d

愛知県安城市内サルビアスタンプ会加盟店限定でご利用いただける商品券です。有効期限は発行日か
ら6ヶ月です。窓口手渡しのため引換証を郵送しますので、引換証の到着後速やかにスタンプ会事務所
までお越しください。※引換期限は、引換証発送日から約30日

事業者コード H059 稲武カード会商品券 [愛知県]

■事業者：稲武カード会　■問い合わせ先：稲武カード会（稲武商工会内）

■ TEL：0565-82-2640　

500円券×200枚 
（総額10万円分）

商品
コード NEKO-1000 100,000 点 d

500円券×20枚 
（総額1万円分）

商品
コード NEKO-100 10,000 点 d

500円券×2枚 
（総額1千円分）

商品
コード NEKO-010 1,000 点 d

愛知県豊田市稲武地区の稲武カード会加盟店22店舗で利用できる商品券を500円分から30万円分ま
で9商品をご用意。（有効期限：6ヶ月）「窓口手渡し」の商品です。引換証の到着後、記載された引換期限
内に窓口までお越しください。

事業者コード H051 下呂ギフトカード [岐阜県]

■事業者：下呂商工会　■問い合わせ先：下呂商工会

■ TEL：0576-25-5522　■ URL：http://www.gerogle.jp

10万円分 
（1,000円券×100枚）

商品
コード 100000 100,000 点

5万円分 
（1,000円券×50枚）

商品
コード 50000 50,000 点

1万円分 
（1,000円券×10枚）

商品
コード 10000 10,000 点

下呂温泉周辺の旅館・おみやげ店・飲食店・小売店など約200店舗で利用いただける下呂温泉の商品券
です。（有効期限は発行日より6カ月以内です。有効期限を過ぎますと無効になります。）

事業者コード H052 高山市商店街振興組合連合会共通商品券 [岐阜県]

■事業者：高山市商店街振興組合連合会　■問い合わせ先：高山市商店街振興組合連合会　事務局

■ TEL：0577-32-2550　■ URL：http://www.takayamashishouren.net/

30万円分 
（500円券×600枚） 

商品
コード 300000 300,000 点 d

30,000円分 
（500円券×60枚）

商品
コード 30000 30,000 点 d

5,000円分 
（500円券×10枚）

商品
コード 5000 5,000 点 d

高山市商店街振興組合連合会加盟の226店舗で利用できる商品券です。５００円券のみ。有効期限はあ
りません。「窓口渡し」の場合は引換ハガキをお送りしますので、ハガキ到着後速やかに指定の窓口へお
越しください。（引換期限はハガキ発送日から約30日）

事業者コード H053 高山南商品券 [岐阜県]

■事業者：高山南商品券発行事務組合　■問い合わせ先：高山南商品券発行事務組合（高山南商工会内）

■ TEL：0577-52-3460　■ URL：http://www.takayamaminami.jp/

50,000円分　 商品
コード 002 50,000 点 d

10,000円　 商品
コード 004 10,000 点 d

5,000円　 商品
コード 005 5,000 点 d

岐阜県の高山南商品券発行事務組合加盟店約100店舗（久々野町、朝日町、高根町）で利用できる商品
券です。有効期限は発行日から6ヶ月です。事務局に発注が到着した後に引換証を発行しますので、引換
証に記載された期限までに窓口までお越し下さい。

事業者コード H054 萩原町共通商品券 [岐阜県]

■事業者：萩原町商工会　■問い合わせ先：萩原町商工会

■ TEL：0576-52-2500　■ URL：http://www.hagiwara.gifu.jp/

100,000円分 商品
コード hagi100000 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード hagi10000 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード hagi1000 1,000 点 d

岐阜県の萩原町商工会員のお店約420店舗で利用できる商品券です。有効期限は発行日より6ヶ月と
なります。お申込みいただくと案内文書を郵送しますので萩原町商工会にてお渡しいたします。引き渡
しには期限（1ヶ月）がございますのでご注意ください。

事業者コード H055 古川町商品券 [岐阜県]

■事業者：古川町商工会　■問い合わせ先：古川町商工会

■ TEL：0577-73-2624　

3万円分 商品
コード FURU30000 30,000 点 d

5千円分 商品
コード FURU5000 5,000 点 d

1,000円分 商品
コード FURU1000 1,000 点 d

岐阜県飛騨市古川町の町内の古川町商品券加盟店のお店で使用出来る商品券です。一枚は千円分に
なります。使用期限は、発行日から半年です。交換は古川町商工会にてお渡しします。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

インターネット上の手続きが必要となる商品については、各事業者から通知が送付されます。通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。電18

事業者コード H063 大手筋商品券 [京都府]

■事業者：伏見大手筋商店街振興組合　■問い合わせ先：伏見大手筋商店街振興組合

■ TEL：075-601-0558　■ URL：http://otesuji.jp

10,000円分 
（額面500円を20枚）

商品
コード 10000 10,000 点 d

5,000円分 
（額面500円を10枚）

商品
コード 5000 5,000 点 d

1,000円分 
（額面500円を2枚）

商品
コード 1000 1,000 点 d

京都府の伏見大手筋商店街振興組合加盟店約100店舗で利用できる商品券です。千円分より千円単位
で商品をご用意しています。有効期限はありません。窓口渡しのため引換証の到着後、指定の窓口まで
お越しください（引換期限は引換証発行日から約1ケ月です）

事業者コード H064 大塔村商工会商品券 [和歌山県]

■事業者：大塔村商工会　■問い合わせ先：和歌山県田辺市大塔村商工会

■ TEL：0739-49-0171　■ URL：http://www.aikis.or.jp/~outou/

10,000円 商品
コード 11 10,000 点 d

5,000円 商品
コード 6 5,000 点 d

500円 商品
コード 1 500 点 d

当地区ゆるキャラのかもん君がイラストのかわいい商品券!和歌山県田辺市大塔地区の加盟店で利用
できます。使用期限は発行日より6か月です。引換証を発行しますので窓口にて交換してください。

事業者コード H065 きみの共通商品券 [和歌山県]

■事業者：きみの商業協同組合　■問い合わせ先：紀美野町商工会

■ TEL：073-489-3260　

10,000円分 商品
コード 004 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード 001 5,000 点 d

1,000円分 商品
コード 002 1,000 点 d

和歌山県海草郡紀美野町のきみの商業協同組合加盟店６４店舗で利用できる商品券です。500円～
200,000円の9商品をご用意しています。有効期限はありません。引換証をお送りしますので、引換証
の到着後速やかに指定の窓口までお越しください。

事業者コード H066 串本町商工会串本リリースタンプ会商品券 [和歌山県]

■事業者：串本町商工会　串本リリースタンプ会　■問い合わせ先：串本町商工会

■ TEL：0735-62-0044　■ URL：http://kushimoto-shokokai.com

10,000円分 商品
コード 111 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード 107 5,000 点 d

1,000円分 商品
コード 102 1,000 点 d

和歌山県串本町の串本リリースタンプ会加盟店約90店舗で利用できる商品券です。

事業者コード H067 南紀くろしお商工会商品券 [和歌山県]

■事業者：南紀くろしお商工会　■問い合わせ先：南紀くろしお商工会

■ TEL：0735-52-1089　■ URL：http://www.mikumano.or.jp

20,000円分 
（500円券×40枚）

商品
コード s-20000 20,000 点 d

10,000円分 
（500円券×20枚）

商品
コード s-10000 10,000 点 d

5,000円分 
（500円券×10枚）

商品
コード s-05000 5,000 点 d

和歌山県の太地町内と那智勝浦町内の南紀くろしお商工会共通商品券取扱い加盟店約210店舗で利
用できる商品券。 有効期限は発行日から6ヶ月。 窓口手渡しです。引換証を送付します。指定の窓口ま
でお越し下さい（引換期限は引換証発送日から約1ヶ月）

事業者コード H116 新城市内共通お買物券「いーじゃん」 [愛知県]

■事業者：新城市商工会　■問い合わせ先：新城市商工会

■ TEL：0536-22-1778　■ URL：http://www.shinshiro.or.jp/

50,000円分 商品
コード i-Jan50000 51,000 点

30,000円分 商品
コード i-Jan30000 31,000 点

10,000円分 商品
コード i-Jan10000 10,500 点

「お買い物は地元で！」をキャッチフレーズに、地元の購買力向上と消費の拡大、地域の経済活性化を目
的に、新城市商工会が発行する市内約３２０店舗で利用できる共通お買物券。額面は５００円の１種類、利
用期限は発行月から６ヶ月間。

事業者コード H060 共通はんだ商品券 [愛知県]

■事業者：株式会社タウンマネージメント半田　■問い合わせ先：㈱タウンマネージメント半田（半田商工会議所）

■ TEL：0569-21-0311　■ URL：http://www.tmo-handa.co.jp/

50,000円分 
（1,000円券）

商品
コード home-50 50,000 点 d

10,000円分 
（1,000円券）

商品
コード home-10 10,000 点 d

5,000円分 
（1,000円券）

商品
コード home-5 5,000 点 d

愛知県半田市の加盟200店舗以上で利用できる商品券です。窓口手渡し商品の為、引換証をお送りし
ますので、引換証の到着後、記載された引換期限内に半田商工会議所窓口までお越しください。

近 　 畿

事業者コード H061 高島市地域通貨「アイカ」 [滋賀県]

■事業者：高島市商工会　■問い合わせ先：高島市商工会

■ TEL：0740-32-1580　■ URL：http://www.takashima-syo.jp

100,000円分 商品
コード 100000 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード 1000 1,000 点 d

高島市商工会地域通貨登録加盟店約1,000店舗でご利用できる商品券です。有効期限は発行日から6
か月です。商品引換証をお送りしますので、引換証の到着後速やかに窓口までお越しください（引換期
限は、引換証発送日から約2週間）。

事業者コード H062 さとうグループ商品券 [京都府]

■事業者：株式会社さとう　■問い合わせ先：株式会社さとう　経理部

■ TEL：0773-22-0006　■ URL：http://www.sato-kyoto.com/

100,000円分 
（1,000円券×100枚）

商品
コード S-100 100,000 点 d

10,000円分 
（1,000円券×10枚）

商品
コード S-10 10,000 点 d

1,000円分 
（1,000円券×1枚）

商品
コード S-01 1,000 点 d

京都府、兵庫県、福井県西部、大阪府北部のスーパーマーケット・さとうグループの店舗でご利用いただ
ける商品券です。詳しくは弊社HP（「さとう」で検索して下さい。）をご覧下さい。掲載商品は一例です。
商品引換券到着後、指定店舗の窓口へご来店下さい。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 地域型・中小企業型商品券

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。各事業者からの通知を受領した上で、各事業者窓口にてお受け取りいただけます。窓 19

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて

いる商品があります。ご注意ください。
●商品券等には、有効期限のあるものがございます。詳細は

各事業者へお問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

マークの説明

寄

事業者コード H072 邑南町商工会商品券 [島根県]

■事業者：邑南町商工会　■問い合わせ先：邑南町商工会

■ TEL：0855-95-0278　■ URL：http://oonan.shoko-shimane.or.jp/

100,000円分 
（1,000円×100枚）

商品
コード 16 100,000 点 d

50,000円分 
（1,000円×50枚）

商品
コード 15 50,000 点 d

10,000円分 
（1,000円×10枚）

商品
コード 03 10,000 点 d

島根県の邑南町商工会会員340事業所で利用できる商品券です。千円分から10万円分までの16商品
をご用意しています。有効期限は発効日から6ヶ月で「窓口手渡し」となります。引換証をお送りしますの
で、到着後速やかに指定の窓口までお越しください。

事業者コード H073 奥出雲町商工会商品券 [島根県]

■事業者：奥出雲町商工会　■問い合わせ先：奥出雲町商工会支援センター

■ TEL：0854-52-1119　■ URL：http://oku-izumo.shoko-shimane.or.jp/

50,000円分 
（500円×100枚）

商品
コード 002 50,000 点

10,000円分 
（500円×20枚）

商品
コード 006 10,000 点

5,000円分 
（500円×10枚）

商品
コード 008 5,000 点

島根県奥出雲町の商工会員のお店なら、どこでも、何にでもご利用いただける商品券です。ぜひご指定
下さい。

事業者コード H074 浜田市共通商品券 [島根県]

■事業者：浜田商工会議所　■問い合わせ先：浜田商工会議所　商工振興係

■ TEL：0855-22-3025　■ URL：http://www.hamada-cci.or.jp/

15万円分 
（1,000円券150枚）

商品
コード 150000 150,000 点 d

5万円分 
（1,000円券50枚）

商品
コード 50000 50,000 点 d

1万円分 
（1,000円券10枚）

商品
コード 10000 10,000 点 d

浜田市内に約270店舗ある、浜田市共通商品券加盟店でご利用いただけます。有効期限はございませ
ん。商品コードなどの詳細は、ホームページまたはお電話でお問い合わせください。

事業者コード H075 たけべ共通商品券 [岡山県]

■事業者：岡山北商工会　■問い合わせ先：岡山北商工会建部支所

■ TEL：086-722-0405　■ URL：http://okayamakita.jp/

10,000円分 商品
コード 0003 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード 0002 5,000 点 d

3,000円分 商品
コード 0001 3,000 点 d

岡山北区エリアの旧建部町にある加盟店74店舗で利用できる商品券です。有効期限は6ヶ月です。当
商品券は「窓口手渡し」の商品になりますので引換証をお送りいたします。引換証到着後、速やかに指定
の窓口までお越し下さい。（引換期限は約1ヶ月です。）

事業者コード H068 スタンプ加盟店共通商品券GIFT CARD [和歌山県]

■事業者：みなべスタンプ協同組合　■問い合わせ先：みなべスタンプ協同組合（みなべ町商工会内）

■ TEL：0739-72-3225　

10万円分 商品
コード 100 100,000 点 d

50,000円分 商品
コード 050 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード 003 10,000 点 d

みなべスタンプ協同組合に加盟している約80店舗でご利用いただけます。

事業者コード H069 和歌山県Aコープ商品券 [和歌山県]

■事業者：和歌山県農業協同組合連合会　■問い合わせ先：JA 和歌山県農　店舗部

■ TEL：073-488-5590　■ URL：http://www.wk-kennoh.or.jp

50,000円分 商品
コード AC-50000 50,000 点

30,000円分 商品
コード AC-30000 30,000 点

10,000円分 商品
コード AC-10000 10,000 点

和歌山県内のAコープ店全店でご利用可能です。10,000円以上50,000円まで千円単位の商品券と
交換します。送料・交換手数料は無料です。

事業者コード H070 和歌山市内共通商品券「ナイスカード」 [和歌山県]

■事業者：和歌山市商業協同組合　■問い合わせ先：和歌山市商業協同組合 : 新谷

■ TEL：073-433-5180　

300,000円分 商品
コード nc300 300,000 点

100,000円分 商品
コード nc100 100,000 点

10,000円分 商品
コード nc10 10,000 点

和歌山市内共通商品券「ナイスカード」は、和歌山市内の加盟店約550店舗でご利用いただけます。イ
ズミヤ2店舗、オークワ15店舗、近鉄百貨店、コーナン2店舗、ヒダカヤ5店舗、ヒラマツ7店舗でもご利
用いただけます。

中 　 国

事業者コード H071 ことうら商品券 [鳥取県]

■事業者：琴浦町商工会　■問い合わせ先：琴浦町商工会

■ TEL：0858-52-2178　■ URL：http://www.infosakyu.ne.jp/kotosho/

10万円分 
（500円×200枚）

商品
コード KS-100 100,000 点 d

1万円分 
（500円×20枚）

商品
コード KS-10 10,000 点 d

1,000円分 
（500円×2枚）

商品
コード KS-01 1,000 点 d

ことうら商品券加盟店110店舗でご利用できる商品券です。使用期限は発行日より6か月です。「窓口
手渡し」としておりますので、引換券をお送りします。引換券の到着後速やかに窓口までお越しください。

（引換期限は、引換券発行日から2週間）



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

インターネット上の手続きが必要となる商品については、各事業者から通知が送付されます。通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。電20

事業者コード H080 周南市内共通商品券 [山口県]

■事業者：新南陽商工会議所　■問い合わせ先：新南陽商工会議所

■ TEL：0834-63-3315　■ URL：http://www.s-cci.or.jp/

10万円分 商品
コード 100 100,500 点

1万円分 商品
コード 10 10,500 点

5,000円分 商品
コード 5 5,500 点

山口県周南市の『加盟店 約555店舗』で利用できる商品券です。有効期限はありません。 送料500ポ
イントを含みます。発注データが到着してから1週間以内に発送致します。

事業者コード H081 防府市内共通商品券 [山口県]

■事業者：防府商工会議所　■問い合わせ先：防府商工会議所

■ TEL：0835-22-4352　■ URL：http://www.h-c.or.jp/

100,000円分 
（1,000円券100枚）

商品
コード a100 100,000 点 d

1万円分
（千円券×10枚）

商品
コード a010 10,000 点 d

千円分
（千円券×1枚）

商品
コード a001 1,000 点 d

防府市内の約350店舗で使える便利な商品券です。1,000円単位の組み合わせで無駄なくご注文いた
だけます。詳しくはHP、又はお電話でお問い合わせ下さい。※商品券の有効期限は窓口受渡日から6ヶ
月以内です。

四 　 国

事業者コード H082 宇多津商工会グリーンショップ会商品券 [香川県]

■事業者：宇多津商工会グリーンショップ会　■問い合わせ先：宇多津商工会グリーンショップ会

■ TEL：0877-49-1311　

10,000円分
（500円商品券×20枚）

商品
コード G-3 10,000 点 d

5,000円分
（500円商品券×10枚）

商品
コード G-2 5,000 点 d

3,000円分
（500円商品券×6枚）

商品
コード G-1 3,000 点 d

宇多津町内の商工会会員事業所にて使用可能です。有効期限は発行日より6ヶ月以内です。

事業者コード H083 さぬき市共通商品券 [香川県]

■事業者：さぬき市　■問い合わせ先：さぬき市商工会

■ TEL：087-894-3888　■ URL：http://www.city.sanuki.kagawa.jp

30,000円分 商品
コード 30000enken 30,000 点 d

10,000円分 商品
コード 10000enken 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード 1000enken 1,000 点 d

さぬき市内の約400店舗の商店で利用できる商品券

事業者コード H076 久米郡商工会商品券「かけはし」 [岡山県]

■事業者：久米郡商工会　■問い合わせ先：久米郡商工会

■ TEL：0868-66-0033　■ URL：http://www.okasci.or.jp/kumegunsci/

100,000円分 
（500円券200枚セット）

商品
コード 11 100,000 点 d

10,000円分 
（500円券20枚セット）

商品
コード 6 10,000 点 d

1,000円分 
（500円券2枚セット）

商品
コード 1 1,000 点 d

岡山県の久米郡商工会商品券「かけはし」は久米郡内の加盟店200店舗で利用できる商品券です。カタ
ログ掲載商品以外にも多数ご用意しています。有効期限は発効日から6ヶ月です。お申込み後、お引換
に関するご案内をお送り致します。

事業者コード H077 新見市内共通商品券「たまがき券」 [岡山県]

■事業者：新見商工会議所　■問い合わせ先：新見商工会議所

■ TEL：0867-72-2139　■ URL：http://www.niimi.or.jp

300,000円分 商品
コード 300-B 300,000 点

100,000円分 商品
コード 100-B 100,000 点

10,000円分 商品
コード 10-B 10,000 点

岡山県新見市内の加盟店約280店舗で利用ができる地域商品券です。

事業者コード H104 作州津山商工会共通商品券「はばたき」 [岡山県]

■事業者：作州津山商工会　■問い合わせ先：作州津山商工会

■ TEL：0868-36-5533　■ URL：http://www.okasci.or.jp/s-tsuyama/

5万円分 商品
コード 7 50,000 点 d

5,000円分 商品
コード 2 5,000 点 d

1,000円分 商品
コード 1 1,000 点 d

岡山県の作州津山商工会の共通商品券です。商工会地区の加盟店約300店舗で利用できます。1,000
円分～30万円分まで9種類の商品をご用意しています。有効期限は発行日から6か月です。

事業者コード H078 江田島市共通商品券 [広島県]

■事業者：江田島市商品券会　■問い合わせ先：江田島市商品券会

■ TEL：0823-42-0168　■ URL：http://etajima.jp/

1,000円券50枚入 商品
コード 1000-50 50,500 点

1,000円券 商品
コード 1000-1 1,500 点

500円券 商品
コード 500-1 1,000 点

江田島市内加盟店約160店舗で使用可能な500円券・1,000円券。両方とも1枚から申請可能。有効期
限は発行日から6カ月以内。

事業者コード H079 わかば会共通商品券 [広島県]

■事業者：協同組合　神辺わかば会　■問い合わせ先：協同組合 神辺わかば会

■ TEL：084-963-7878　■ URL：http://wakaba-kai.com

1,000円券×100枚 
（総額10万円分）

商品
コード KS-100 100,000 点 d

1,000円券×50枚 
（総額5万円分）

商品
コード KS-050 50,000 点 d

1,000円券×10枚 
（総額1万円分）

商品
コード KS-010 10,000 点 d

福山市神辺町を中心に地元商店から大型店まで約120のお店で使える便利な共通商品券です。ご注文
の後、引換証をお送りしますので、到着しましたらお早めに窓口（わかば会事務局）にてお引換えくださ
い。（引換期限は、引換証発行日から1カ月間です）



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 地域型・中小企業型商品券

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。各事業者からの通知を受領した上で、各事業者窓口にてお受け取りいただけます。窓 21

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて

いる商品があります。ご注意ください。
●商品券等には、有効期限のあるものがございます。詳細は

各事業者へお問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

マークの説明

寄

事業者コード H088 唐津上場商工会商品券（唐津うわば商工会商品券） [佐賀県]

■事業者：唐津上場商工会　■問い合わせ先：唐津上場商工会（唐津うわば商工会）

■ TEL：0955-82-3826　■ URL：http://www.ikasuze.com

50,000円分 
（500円券×100枚）

商品
コード 50000 50,000 点

10,000円分 
（500円券×20枚）

商品
コード 10000 10,000 点

3,000円分 
（500円券×6枚）

商品
コード 3000 3,000 点

佐賀県唐津市肥前町・鎮西町・呼子町&玄海町エリアの会員事業所（約700店舗）で使える便利な商品
券です。♪例えば、お買物代・お食事代・ご宿泊代・お土産品代・ガソリン代・自動車修理代etc 〈有効期限
は、発行日から6ヶ月以内です。〉

事業者コード H089 壱岐・いき商品券 [長崎県]

■事業者：壱岐市商工会　■問い合わせ先：壱岐市商工会

■ TEL：0920-47-6001　■ URL：http://www.ikishi.jp

壱岐市共通商品券3万円分
（1,000円券30枚セット）

商品
コード i-30000 30,000 点 d

壱岐市共通商品券1万円分
（1,000円券10枚セット）

商品
コード i-10000 10,000 点 d

壱岐市共通商品券5千円分
（1,000円券5枚セット）

商品
コード i-5000 5,000 点 d

壱岐市商工会加盟店約1,000店舗で利用できる商品券。千円～三万円分の商品券14商品をご用意し
ています。有効期限発行日から6か月。窓口手渡し商品で引換証をお送りしますので到着後速やかに指
定窓口までお越しください。引換期限は約30日です。

事業者コード H090 岐宿カード会 [長崎県]

■事業者：岐宿カード会　■問い合わせ先：岐宿カード会

■ TEL：0959-82-0068　

共通商品券
300,000円分

商品
コード K-300000 300,000 点 d

共通商品券
100,000円分

商品
コード K-100000 100,000 点 d

共通商品券
10,000円分

商品
コード K-10000 10,000 点 d

長崎県五島市岐宿町内9店舗で使用可能です。500円の商品券をセットにしています。有効期限は発行
日より6ケ月です。当会に発注が到着した後に引換証を発行し、記載期限までに当会窓口にて引き取り
をお願いします。（引替期間は発行日より2週間）

事業者コード H091 奈留商業振興会商品券 [長崎県]

■事業者：奈留商業振興会　■問い合わせ先：奈留商業振興会

■ TEL：0959-64-2288　

100,000円分 商品
コード S-100 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード S-010 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード S-001 1,000 点 d

長崎県五島市奈留町内53店舗で使用可能です。 当会に発注が到着した後に引換証を発行しますので、
引換証に記載された期限までに当会指定窓口までお引取りをお願いします。 引換期限は引換証の発行
日から2週間として設定しています。

事業者コード H084 ベルシティ商品券 [香川県]

■事業者：讃岐三木商業協同組合　■問い合わせ先：ショッピングセンター　ベルシティ

■ TEL：087-898-7000　■ URL：http://chuokai-kagawa.or.jp/~bellcity/

100,000円分 商品
コード B-100000 100,000 点 d

50,000円分 商品
コード B-50000 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード B-10000 10,000 点 d

香川県三木町のベルシティ（マルヨシセンターベルシティ店含）で利用できる商品券です。窓口手渡し
となりますので引換券を郵送いたします。引換券ご持参の上、当ショッピングセンターサービスカウン
ターにて商品と交換してください。

事業者コード H085 オリーブ流通券 [香川県]

■事業者：土庄町商工会　■問い合わせ先：土庄町商工会

■ TEL：0879-62-0427　■ URL：http://tonosho-shokokai.com/

30,000円分 商品
コード 30 30,000 点 d

10,000円分 商品
コード 10 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード 01 1,000 点 d

香川県　土庄町商工会加盟店全588店舗で利用でき、千円分からオリーブ流通券をご用意していま
す。有効期限はありません。オリーブ流通券の受渡は、ご通知を致します。その後「窓口手渡し」で行って
いますので、速やかに窓口までお越し下さい。

事業者コード H086 まんのう町商品券 [香川県]

■事業者：まんのう町　■問い合わせ先：まんのう町商工会

■ TEL：0877-73-3711　■ URL：http://www.shokokai-kagawa.or.jp/mannou/

100,000円分 商品
コード MSP100-1 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード MSP10-1 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード MSP1 1,000 点 d

まんのう町の発行する商品券です。まんのう町内の商品券取扱店（食料品・飲食・理美容・電気・建設・自
動車・ガソリン等）でご利用できます。有効期限は、発行日より1年間です。詳しくは、まんのう町商工会
ホームページをご覧ください。

九 州 ・ 沖 縄

事業者コード H087 おおのじょう商品券 [福岡県]

■事業者：大野城市商工会　■問い合わせ先：大野城市商工会

■ TEL：092-581-3412　■ URL：http://www.oonojo.or.jp

10,000円分 商品
コード 1 10,000 点

5,000円分 商品
コード 2 5,000 点

1,000円分 商品
コード 3 1,000 点

大野城市商工会の商品券加盟店約400店舗で利用できる商品券です。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
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事業者コード H096 川南町商工会商品券 [宮崎県]

■事業者：川南町商工会　■問い合わせ先：川南町商工会

■ TEL：0983-27-0263　■ URL：http://www.miya-shoko.or.jp/kawaminami/index.html

50,000円分 商品
コード 50000 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード 1000 1,000 点 d

川南町の商工会会員　約300店舗で利用できる商品券です。千円分から5万円分までの14商品をご用
意しています。有効期限は発行日から6ヶ月です。

事業者コード H097 西都商工会議所ギフト券 [宮崎県]

■事業者：西都商工会議所　■問い合わせ先：西都商工会議所

■ TEL：0983-43-2111　■ URL：http://www.miyazaki-cci.or.jp/saito/

1,000円券×10枚 
（総額1万円分）

商品
コード S-10000 10,000 点 d

1,000円券×5枚 
（総額5千円分）

商品
コード S-5000 5,000 点 d

1,000円券×1枚 
（総額千円分）

商品
コード S-1000 1,000 点 d

宮崎県西都市の西都商工会議所ギフト券取扱店約330店舗で利用できる商品券です。有効期限は発行
日から6ヶ月です。 「窓口手渡し」の商品になります。引換証到着後速やかに当所窓口までお越しくださ
い。（引換期限は、引換証発送から20日）

事業者コード H098 都農町商品券 [宮崎県]

■事業者：都農町商工会　■問い合わせ先：都農町商工会

■ TEL：0983-25-0200　■ URL：http://www.miya-shoko.or.jp/tsuno/

10,000円分 商品
コード 10 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード 5 5,000 点 d

1,000円分 商品
コード 1 1,000 点 d

宮崎県都農町商工会の会員約300事業所で利用できる商品券です。有効期限は発行日から3ヶ月後の
末日までです。

事業者コード H105 門川町商工会商品券 [宮崎県]

■事業者：門川町商工会　■問い合わせ先：門川町商工会

■ TEL：0982-63-1514　■ URL：http://www.miya-shoko.or.jp/kadogawa/

50,000円分 商品
コード 50000 50,000 点 d

5,000円分 商品
コード 5000 5,000 点 d

1,000円分 商品
コード 1000 1,000 点 d

門川町商工会会員事業所で使用できる商品券です。 1,000ポイントで1,000円の商品券と交換できま
す。商品券は「窓口手渡し」です。交換される方にはハガキにて引換証をお送りしますので窓口にて交換
ください。

事業者コード H108 『神武の里たかはる商品券』 [宮崎県]

■事業者：高原町商工会　■問い合わせ先：高原町商工会

■ TEL：0984-42-1158　■ URL：http://www.miya-shoko.or.jp/takaharu/

10万円分
（千円券100枚）

商品
コード 100000 100,000 点 d

10,000円分
（1,000円券10枚）

商品
コード 10000 10,000 点 d

500円分
（500円券1枚）

商品
コード 500 500 点 d

神武天皇生誕の地『神武の里たかはる』宮崎県高原町商工会加盟店約260事業所でご利用できる商品
券です。額面500円・1,000円の2種類。有効期限は商品券発行から6ヶ月間です。『窓口手渡し』のため
引換証（ハガキ）を発送します。

事業者コード H092 万葉くんカード会商品券 [長崎県]

■事業者：万葉くんカード会　■問い合わせ先：五島市商工会三井楽支所

■ TEL：0959-84-2101　■ URL：http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/goto/

10,000円分 商品
コード k-1000 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード K-500 5,000 点 d

1,000円分 商品
コード k-100 1,000 点 d

長崎県五島市三井楽町の万葉くんカード会加盟店全23店舗で利用できる商品券です。商品券の有効
期限は発行日から6ヶ月です。 引換証の到着後速やかに指定の窓口までお越しください。（引換期限は、
引換証発送日から2週間です。）

事業者コード H111 富江ギフトカード [長崎県]

■事業者：富江共通商品券参加店会　■問い合わせ先：五島市商工会富江支所

■ TEL：0959-86-0616　

8,000円分 商品
コード T-800 8,000 点 d

5,000円分 商品
コード T-500 5,000 点 d

3,000円分 商品
コード T-300 3,000 点 d

富江共通商品券参加店でご利用いただけます。

事業者コード H093 植木ショッピングプラザ　商品券 [熊本県]

■事業者：協同組合　植木ショッピングプラザ　■問い合わせ先：ウエッキー事務局

■ TEL：096-273-3300　■ URL：http://wecky.sub.jp

500円×20枚 
（10,000円）

商品
コード W33100 10,000 点 d

500円×10枚 
（5,000円）

商品
コード W3350 5,000 点 d

500円×2枚 
（1,000円）

商品
コード W3310 1,000 点 d

熊本県熊本市北区のショッピングプラザウエッキー店舗で利用できる商品券です。有効期限なし。
引換証をお送りしますので、指定の引換所までお持ち下さい。

事業者コード H094 リオ商品券 [熊本県]

■事業者：協同組合鹿本ショッピングセンター　■問い合わせ先：リオ事務局

■ TEL：0968-46-5511　■ URL：http://www.sc-rio.jp

100,000円分 商品
コード 100000 100,000 点 d

50,000円分 商品
コード 50000 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点 d

熊本県山鹿市にあるショッピングセンターリオでご利用いただけます。一般食料品、酒、焼き立てパン、
薬化粧品、シューズ、クリーニングなどがあります。 商品券の額面は500円で有効期限はございませ
ん。尚、受け渡しは「窓口手渡し」のみとなります。

事業者コード H095 湯前ふるさと商品券 [熊本県]

■事業者：湯前町商工会　■問い合わせ先：湯前町商工会

■ TEL：0966-43-3333　■ URL：http://www.yunomae-shoko.com/

300,000円分 
（1,000円×300枚）

商品
コード 300000 300,000 点 d

100,000円分 
（1,000円×100枚）

商品
コード 100000 100,000 点 d

10,000円分 
（1,000円×10枚）

商品
コード 10000 10,000 点 d

熊本県の湯前町商工会会員約140企業で利用できる商品券です。 引換証をお送りしますので、引換証
到着後速やかに窓口までお越し下さい。（引換期限は、引換証発送日から約1ケ月です。）
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事業者コード H109 野尻町商工会商品券 [宮崎県]

■事業者：野尻町商工会　■問い合わせ先：野尻町商工会事務局

■ TEL：0984-44-1221　■ URL：http://www.miya-shoko.or.jp/nojiri/

500円券×200枚 
（100,000円分）

商品
コード 1229 100,000 点 d

500円券×100枚 
（50,000円分）

商品
コード 1228 50,000 点 d

500円券×1枚 
（500円分）

商品
コード 1221 500 点 d

宮崎県野尻町商工会会員全204事業所で利用できる商品券です 五百円分、千円分、二千円分、五千円
分、一万円分、一万五千円分、三万円分、五万円分、十万円分の9商品を用意してます 有効期限は発行
日から6ヶ月です

事業者コード H099 農協共通商品券 [鹿児島県]

■事業者：鹿児島県経済農業協同組合連合会　■問い合わせ先：鹿児島県経済農業協同組合連合会

■ TEL：099-258-5325　■ URL：http://www.karen-ja.or.jp/nokyo-common-gift-certificate.php

100,000円分
（主に鹿児島県内でご利用いただけます。）

商品
コード NS-12 100,000 点

10,000円分 
（主に鹿児島県内でご利用いただけます。）

商品
コード NS-6 10,000 点

3,000円分 
（主に鹿児島県内でご利用いただけます。）

商品
コード NS-2 3,000 点

鹿児島県内のJA・Aコープ・JA給油所とあわせて、経済連直営飲食店（華蓮・とんかつ華蓮・ZINO）、
Su+・JA茶房さつま路や山形屋百貨店・マルヤガーデンズ（一部テナントを除く）・城山観光ホテル等で
ご利用いただける便利な商品券です。

事業者コード H100 垂水スタンプ会商品券 [鹿児島県]

■事業者：垂水スタンプ会　■問い合わせ先：垂水スタンプ会

■ TEL：0994-32-0225　

50,000円分 商品
コード 10 50,000 点 d

30,000円分 商品
コード 9 30,000 点 d

10,000円分 商品
コード 8 10,000 点 d

垂水スタンプ会加盟店で使える500円商品券です。 1,000円から300,000円まで7商品をご用意して
います。有効期限は発行日から6ヶ月です。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて

いる商品があります。ご注意ください。
●商品券等には、有効期限のあるものがございます。詳細は

各事業者へお問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

マークの説明
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事業者コード L005 知床お取り寄せSHOP [北海道]

■事業者：まちづくり会社知床市場有限会社　■問い合わせ先：まちづくり会社知床市場

■ TEL：0152-22-1030　■ URL：http://www.himonoya.co.jp

浜ゆでタラバ脚 1.5kg詰め 商品
コード 3 13,000 点

知床産一夜干し （5種類10枚） セット 商品
コード 11 6,000 点

北海道産ゆめぴりか 5kg （お米） 商品
コード 102 5,000 点

当社は、知床から北海道の特産品を主に取り扱っています。道内特産品や知名度がまだない商品などを
ご用意しています。

事業者コード L009 ファームス産直ショップ [北海道]

■事業者：ファームス有限会社　■問い合わせ先：ファームス有限会社　省エネポイント係

■ TEL：03-5411-7198　■ URL：http://www.farms.jp/shop/

北海道　知床牛のサーロインステーキ
180g×2枚

商品
コード B441 9,000 点

北海道　べつかい乳業のゴーダチーズ
丸玉1kg

商品
コード B478 7,000 点

北海道　いくら醤油漬け 500g 商品
コード B335 6,000 点

当社は2001年創業以来、誠実信頼を基本に、規模が小さくても個性的な生産者や販売者と協力し、自
然を大切にした食のおいしさをお客様に提供しています。北海道の農産品からスタートし、現在も北海
道の商品をメインで取扱っています。

事業者コード L036 北海道一直売 [北海道]

■事業者：有限会社イビ　■問い合わせ先：有限会社イビ

■ TEL：011-622-0777　■ URL：http://eco-items.com

【北海道】かにしゃぶセット （総計約912g）
（タラバポーション、ズワイポーション、タレ入り）

商品
コード 100 12,000 点

【北海道】かにしゃぶバラエティセット （総計約
712g） （タラバ蟹、南蛮ポーション、ズワイ蟹　他）

商品
コード 103 7,000 点

【北海道】札幌ハム燻房 （ロースハム300g、
ベーコン280g 他全5種6パック） 総計1,390g

商品
コード 146 12,000 点

当社は百貨店の北海道物産展での販売を主としております。採用基準としては商品そのものに大変魅
力を感じる事は勿論の事ではありますが、それ以上に百貨店基準に見合う衛生管理、品質管理を行って
いる生産者である事を商品採用の基準としております。

事業者コード L037 北の産直 道楽市場 [北海道]

■事業者：株式会社シード　■問い合わせ先：株式会社シード

■ TEL：011-281-5774　■ URL：http://eco-items.com

【紋別】特選たらばがに棒肉
缶詰175g×2缶 （木箱付）

商品
コード A-002 22,000 点

【紋別】かに6種6缶詰合せC （内容総量683g:
ズワイ2種、タラバ2種、毛ガニ、花咲ガニ、化粧箱付）

商品
コード A-008 20,000 点

【北海道】ボイル 特大 （5L）
タラバガニ4肩4kg

商品
コード B-001 43,000 点

北海道産の海産物加工品を中心に農産物や肉加工品・飲料・スイーツなど、旬でおいしい北の味覚を数
多く取り揃えています。各商品のほとんどは、産地直送でお客様にお届けしておりますので、旬の味をお
楽しみいただけます。

事業者コード L038 北海道うまいもの百科 [北海道]

■事業者：株式会社　北海道百科　■問い合わせ先：株式会社　北海道百科

■ TEL：011-205-1250　■ URL：http://eco-items.com

【北海道産】黒毛和牛ステーキ　一頭盛り
（ステーキ20枚） 総計2.35kg

商品
コード HH18 55,000 点

【北海道】ボイルたらばがに足
総計約1.2kg

商品
コード HH12 10,000 点

【北海道産】白老牛プレミアムステーキ
ハンバーグ10枚セット 総計約1.4kg

商品
コード HH19 13,000 点

原料にこだわりを持ち原産地を把握できる、北海道内の企業であり道内に製造加工所のある企業を中
心に全道各地の海産品・農産品を取り扱いしています。

都 道 府 県 型
地 域 産 品

事業者コード L001 海鮮市場　北のグルメ [北海道]

■事業者：株式会社　北のグルメ　■問い合わせ先：海鮮市場　北のグルメ

■ TEL：0120-377-960　■ URL：http://www.kitanogurume.co.jp

ボイルたらばがに姿 1.8kg前後
（フローズンチルド・解凍品） 【賞味期限:冷蔵3日】

商品
コード 1018 20,000 点

北海道産　浜ゆで毛がに2尾で 1.0kg前後
（チルド） 【賞味期限:冷蔵3日】

商品
コード 1523 8,000 点

北海道産　いくら正油漬 （かつおだし）
340g （カップ）

商品
コード 5014 5,000 点

当店は創業66年の店で北海道を主とした海産物販売の店です。全国のお客様に御購入して頂いており
ます。また、実店舗も札幌中央卸売市場の場外市場にあり何時も多くのお客様で賑わっております。

事業者コード L002 株式会社　そうべい [北海道]

■事業者：株式会社　そうべい　■問い合わせ先：株式会社　そうべい

■ TEL：0162-23-5512　■ URL：http://www.soubei.co.jp

オホーツク産前浜もの毛がに
400g×2尾

商品
コード SB-1 5,900 点

北海道産米　おぼろづき 10kg 商品
コード SB-2 5,500 点

北の黒牛ハンバーグ （120g×4） 2箱 商品
コード SB-3 4,300 点

食料品の宝庫北海道より、よりすぐりの食材を全国の方々へお届けしたいを願って。

事業者コード L003 知床マルシェ [北海道]

■事業者：株式会社ディスカバリー　■問い合わせ先：知床マルシェ（株式会社ディスカバリー）

■ TEL：0152-23-5915　■ URL：http://www.kk-discovery.com/

オホーツクグルメ 北海道産 
エゾ鹿バラ肉 （スライス） 500g

商品
コード EP-032 3,300 点

オホーツクグルメ
【生麺】こはるラーメン　醤油味　6袋　北海道加工

商品
コード EP-142 2,700 点

炭火焼さんま丼 2袋 （約160g）
北海道加工

商品
コード EP-161 1,000 点

北海道フードマイスターが厳選した、お勧め人気商品を取り揃えました。

事業者コード L004 こだわりの店　利尻のおばあちゃん [北海道]

■事業者：有限会社ノースホープ　■問い合わせ先：有限会社ノースホープ

■ TEL：011-615-7688　■ URL：http://www.north-hope.co.jp/

【北海道加工】いくら醤油漬
500gパックx3個

商品
コード EP-066 12,000 点

【北海道加工】いくら醤油漬
500gパックx2個

商品
コード EP-065 8,500 点

【北海道・利尻島産】美味しい・タコのしゃぶしゃぶ
（500g入り） タレ付き

商品
コード EP-037 4,000 点

当社の代表は利尻島出身で、幼い頃から美味しい魚を食べて育ち、札幌に来て美味しい魚がなかなか
手に入らず、魚を扱う会社を興しました。必ず味見をして販売しております。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 都 道 府 県 型 地 域 産 品

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。25

事業者コード L031 東北の逸品をお取り寄せ [岩手県]

■事業者：株式会社ホップス　■問い合わせ先：株式会社ホップス / まがりや .net

■ TEL：019-656-4040　■ URL：http://www.magariya.net/

久慈ファーム　三元豚佐助しゃぶしゃぶ 
（800g・ポン酢200mL） &ハム7点 （1,300g） セット

商品
コード ma006-0527 10,500 点

北のこだわる調理人のハンバーグ
4種120g×2個

商品
コード ma096-0521 5,000 点

及川農園 梅干し/小梅 梅 800g 
しそ100g

商品
コード ju003-1588 6,400 点

当社は岩手県盛岡市に拠点を置き、岩手を中心とした東北の逸品を販売しているネットショッピングサ
イトを運営しております。

事業者コード L040 岩手県産株式会社「省エネ住宅ポイント」特別版 [岩手県]

■事業者：岩手県産株式会社　■問い合わせ先：岩手県産株式会社　大阪営業所

■ TEL：06-6348-9515　■ URL：http://eco-items.com

黄金海寿漬 （いくら、あわび、数の子他
の海鮮珍味） 530g

商品
コード 1 6,000 点

前沢牛ハンバーグ （150g×8個） 商品
コード 10 7,000 点

ぴょんぴょん舎盛岡冷麺　4食入
（麺、スープ、キムチ、酢、ごま　計1,424g）

商品
コード 4 3,000 点

当社は岩手県唯一の産地問屋として昭和39年に設立しました。提供商品は岩手県の特産品をはじめ、
県内で製造されており、品質・安全面・商品表示の適正に十分配慮しているメーカーの商品です。

事業者コード L007 栃木県産品の販売 [栃木県]

■事業者：公益社団法人栃木県観光物産協会　■問い合わせ先：（公社）栃木県観光物産協会　物産課

■ TEL：028-623-3857　■ URL：http://www.tochigiji.or.jp/

原酒 柏盛と酒ケーキセット/
片山酒造 （株） 〈日光市〉

商品
コード L-022 4,600 点

栃木県銘酒「栃木地酒紀行」 
（アロマボトル180mL×8本入）

商品
コード L-025 4,500 点

「とちぎのティータイムセット」 （日光一口羊羹・
大麦ダクワーズ・きぬの清流・かんぴょうサブレ・音女茶）

商品
コード L-003 5,200 点

1.製造又は加工の最終段階が栃木県内で行われたもので、栃木県内で製造又は販売する者により提供
される商品。 2.主要な原材料が栃木県産であり、かつ、栃木県内で販売する者により提供される商品。

事業者コード L008 農産物直売所　しんぱたけ　花企画（株） [千葉県]

■事業者：花企画株式会社　■問い合わせ先：花企画株式会社

■ TEL：047-407-1319　■ URL：http://www.hana87.co.jp

ユリ・シンビ・オンシなどを使った
豪華な花束 8本〜10本以上使用

商品
コード A-03 8,000 点

千葉県産家がさらに引き立つ観葉植物サンセベリアス
タッキ陶器鉢受皿付　高さ80cm前後 幅30cm前後

商品
コード A-37 20,000 点

準絶滅危惧種　船橋のカザグルマ3年間育成　
直に飾れる鉢花 高さ60cm前後 幅20cm前後

商品
コード A-22 10,000 点

千葉県船橋市にある農産生産直売所です。地元で作られた農産物を生産販売しております。価値ある商
品をお届けすることを心がけております。

事業者コード L051 網走水産株式会社 [北海道]

■事業者：網走水産株式会社　■問い合わせ先：千歳なまら旨い便

■ TEL：0123-24-1000　■ URL：http://eco-items.com

北海道　本タラバ足 約2kg 商品
コード CTS1 15,000 点

北海道　ななつぼし 10kg 商品
コード CTS22 7,500 点

北海道　和牛カルビ 1kg 商品
コード CTS21 13,000 点

「北海道のなまら旨いもん」北海道の新鮮な旬の海産物、農作物、銘菓を自信をもって選りすぐっており
ます!品質は勿論の事商品に関する情報等お客様の細かいニーズに配慮する様対応しております。

事業者コード L052 MUKU工房（家具&クラフト） [北海道]

■事業者：株式会社　北廊　■問い合わせ先：MUKU 工房（家具 & クラフト）

■ TEL：0166-26-7055　■ URL：http://eco-items.com

【旭川家具】MUKU （ムク） ダイニングテーブル
ナラ材　W1,500×D800×H700

商品
コード muku-01 180,000 点

【旭川家具】キャパ3人掛けソファ　タモ材
生地グリーン　W1,850×D850×H830

商品
コード myata-04 240,000 点

【旭川家具】角スツール　オーク材　
W380×D240×H440

商品
コード mbtk-01 24,000 点

日本を代表する家具産地、旭川市とその近郊で生産した「旭川家具」「旭川クラフト」を厳選ラインナッ
プ。旭川の木製品産業は高い技術力と伝統を受け継ぎ品質の高い地域ブランドとして大小様々な工房・
メーカーが日々進化し続けております。

事業者コード L053 佐藤水産　旬鮮便 [北海道]

■事業者：佐藤水産株式会社　■問い合わせ先：佐藤水産株式会社　営業部

■ TEL：0133-60-6250　■ URL：http://eco-items.com

北海道 鮭いくら3色海鮮丼 （帆立入・蟹入・いか入
のり・わさび付き　80g各2） 総計約500g

商品
コード MSB-001 5,000 点

北海道産 佐藤水産鮭のとば燻製おつまみセット 
（鮭の半身姿燻製、鮭とば燻製　7種　総計1.22kg）

商品
コード MSB-014 10,000 点

北海道　毛がに&たらば蟹とかにしゃぶ
2種食べ比べ　総計:1.9kg

商品
コード MSB-024 30,000 点

北海道と北海で漁獲した天然の海鮮品を、より美味しく、より安心して召しあがれるよう、当社独自の技
術で他にはないオリジナリティの高い海産物加工品を提供しています。贈って安心といわれる「佐藤水
産ブランド」を目指しています。

事業者コード L006 東北のうまいものをお取り寄せ [青森県]

■事業者：株式会社さくら野百貨店　■問い合わせ先：さくら野百貨店省エネ住宅ポイント担当

■ TEL：017-723-5280　■ URL：http://sakurano-dept.jp/

【岩手・花巻産】花巻ひとめぼれ 10kg 商品
コード 056 5,000 点

【中村家】岩手丸 （いくら・ほたて・うに・
あわびの醤油漬） 400g

商品
コード 014 5,000 点

【岩手】【前沢牛オガタ】前沢牛焼肉セット
モモ焼肉用 250g、霜降焼肉用 250g、タレ 100mL

商品
コード 024 11,000 点

弊社は青森・岩手にある百貨店で、長年地域に根ざした百貨店としてお客様へ東北の商品を提供してま
いりました。地域の産地様と連携し、行ってきた今までの経験を活かし、東北の質の高い商品をご用意い
たします。

事業者コード L039 丸大堀内株式会社　省エネ住宅ポイント交換 [青森県]

■事業者：丸大堀内株式会社　■問い合わせ先：丸大堀内株式会社

■ TEL：017-738-4311　■ URL：http://www.marudai-g.co.jp/

ケイ子おばあちゃんの農家風まろやかチーズケーキ
ホール6号チーズケーキ 約600g×1

商品
コード A-004 4,000 点

岩手江刺リンゴジュース三姉妹セット/サンふじ
1L×2、ジョナゴールド1L×2、サンつがる1L×2

商品
コード A-017 4,500 点

白金豚セット/ハンバーグ2種×3、
ソーセージ2種×1 計1,390g

商品
コード A-014 6,300 点

弊社は青森県本社で東北6県に拠点を持つ食品卸売業です。東北地域特産の農林水産物またはそれら
を使用した加工食品を主にお届けします。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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事業者コード L043 湖国近江　滋賀の特産品 [滋賀県]

■事業者：株式会社いのうえ　■問い合わせ先：株式会社いのうえ

■ TEL：077-522-7352　■ URL：http://www.oishiga.com/eco/

近江牛ロースステーキ 1kg 
（200g5枚）

商品
コード 10023 20,000 点

近江牛焼肉用 1kg
（バラ・モモ各500g）

商品
コード 10025 18,000 点

琵琶湖特産湖魚あめ煮6点詰合せ 270g 
（鮎・ごり・しじみ・えび・もろこ・鮒等6種類詰合せ）

商品
コード 10001 2,800 点

滋賀県内で作られた素材を使用した食品であること、又はその加工品であること。また、最終的に滋賀
県内で加工製造された商品であること。

事業者コード L015 株式会社アリエシステム　エコ&ナチュラル　まんねん [大阪府]

■事業者：株式会社アリエシステム　■問い合わせ先：株式会社アリエシステム　エコ & ナチュラル　まんねん

■ TEL：06-6362-0720　■ URL：http://www.man-nen.jp/

天満切子　オンザロック　縞（赤色）
高さ約9.5cm×直径約7.5cm

商品
コード D-3-40 23,000 点

美味しく健康に「ロイヤルマスカット酢」
×3本セット　1本:720mL

商品
コード K-B-4A 10,000 点

白雪スクワラン・うるおいたおる　ボディ用
3個セット （お得用） /奈良・垣谷繊維 約230g

商品
コード D-A-30 7,000 点

関西で手土産としても注目のある食品や生活雑貨等の名産品を全国へお届け致します。

事業者コード L044 大阪の美味しいもん見つけた! [大阪府]

■事業者：有限会社キャンビー　■問い合わせ先：省エネ住宅　関西版担当

■ TEL：0726-48-7114　■ URL：http://www.osakafu-chuouichiba.com/

大阪名物　繁盛店が使っている　「焼
きそばソース」 1.8リットル入り×6本

商品
コード 209 8,000 点

「大阪もん」認定の大阪のワイナリーが
作る「ひやしあめ」　550CC入り×6本

商品
コード 215 4,800 点

カタシモのひやしあめ飴　
60g入り×6袋

商品
コード 216 2,800 点

大阪府の認定した「大阪もん」を中心に、食い倒れ大阪の街にふさわしい伝統を感じさせるものや、大阪
で作られたり食べられたりしている「うまいもん」「ええもん」を大阪府中央卸売市場の目利きの仲卸さ
んの助言をもらいながら選びました。

事業者コード L045 すがたも心もきれいな百貨店【京阪百貨店】 [大阪府]

■事業者：株式会社京阪百貨店　■問い合わせ先：（株）京阪百貨店　外商部法人外商グループ

■ TEL：06-6994-1306　■ URL：http://eco-items.com

【三重県】松阪牛すき焼用ロース
700g

商品
コード SK503 30,000 点

【佐賀県】佐賀牛ロースステーキ
170gX3枚

商品
コード SK502 20,000 点

【沖縄県】あぐ〜豚しゃぶしゃぶセット
1kg

商品
コード SK501 10,000 点

日本国内での生産及び加工していること。商品内容の検査を、品質管理台帳等で確認を行う。商品表示
タッグで、素材やサイズの表示、さらに食品については、消費・賞味期限、特定原材料、食品添加物の表
示を行う。以上の基準から品質にこだわり選品しました。

事業者コード L046 食べてみなはれ!関西グルメ ～重鎮大集合!～ [大阪府]

■事業者：株式会社トンソン・ジャパン　■問い合わせ先：トンソン省エネ住宅ポイント係

■ TEL：06-7891-0259　■ URL：http://tong-song.jp/shoene/

【大阪】マダムシンコ　マダムブリュレ
 （約330g） 1ホール

商品
コード TS-061 2,400 点

【大阪】丸福珈琲　缶入レギュラー珈琲&スイーツ 
（珈琲150g×3個とパウンドケーキ等スイーツ3種）

商品
コード TS-011 6,500 点

【大阪】慶応三年創業魚伊　
炭火焼きうなぎ蒲焼3尾

商品
コード TS-017 10,000 点

地域の活性化を望む生産者様・製造者様・店舗様の商品を中心に、大阪を代表する話題のスウィーツか
ら銘店のグルメまで、”美味しい大阪””美味しい関西”をお届けいたします。

事業者コード L010 コメリ産直市場 [新潟県]

■事業者：株式会社コメリ　■問い合わせ先：株式会社コメリ　ドットコム事業部　産直市場　

■ TEL：0120-185-444　■ URL：http://www.sancyoku.jp/

南魚沼産コシヒカリ　5kg　
【新潟県南魚沼市産】

商品
コード 15000874 4,480 点

炊き上がりが楽しみになる★
『利兵衛』のコシヒカリ　精米5kg【新潟産】

商品
コード 15052103 3,200 点

新耕農産の岩船産コシヒカリ　5kg　
【新潟県岩船郡神林村産】

商品
コード 15000370 3,600 点

弊社は新潟に本社を置くホームセンターです。 米どころ「新潟」の本場のコシヒカリや、地元の素材・製
法を活かした加工品をご提供いたします。

事業者コード L011 石川県から選りすぐりの逸品を集めたお取り寄せサイト [石川県]

■事業者：北陸朝日放送株式会社　■問い合わせ先：金沢屋

■ TEL：076-259-0320　■ URL：http://www.kanazawa-ya.com/

「金沢寺町・七夜マカロン （1箱 15個入） 」
フランボワーズ、抹茶、レモン、チョコレートの5種類

商品
コード 0800402 5,000 点

「金澤ほうじ棒茶」 100g× 2袋 商品
コード 0110101 3,500 点

「プロだし6本セット」 1,000mL×6本 商品
コード 0120301 5,000 点

名前や権威に惑わされない、『真に価値があり、良質であり、信頼できる』 もの。 そのために金沢屋で
は、豊富な知識と経験を持つ生活者の代表=目利きを集めた選定委員会を設け、私たちが本当にいいと
判断したものだけを厳選しています。

事業者コード L012 福井県産品の紹介・宣伝・斡旋 [福井県]

■事業者：一般社団法人福井県物産協会　■問い合わせ先：一般社団法人福井県物産協会

■ TEL：0776-41-3357　■ URL：http://www.fukui-bussan.or.jp

「福井県」本鍛造割込み三徳包丁
（全長約310mm/刃の長さ約165mm/重さ約155g）

商品
コード FBK01 17,000 点

「福井県」粉雲丹 （ふりかけ） 
内容量40g、総重量約170g

商品
コード FBK02 12,000 点

福井県産イチョウまな板 
（270mm×470mm×30mm）

商品
コード FBK03 11,000 点

福井県内に店舗を持ち、福井県内にて製造されていることを最低基準として、会社概要等を調査したう
えで選定した企業、約100社程度加盟している団体です。商品品質につきましては、各商品表示等にて
確認しておりますので、安心してご利用ください。

事業者コード L013 山梨通販 [山梨県]

■事業者：株式会社セカンドプランニング事務所　■問い合わせ先：山梨通販 受付窓口

■ TEL：055-267-9192　■ URL：http://www.yamatwo.jp/jutaku-points/

山梨ワインセット・モンデ酒造の一升瓶ワイン2本
セット　赤 （ベリーA） と白 （甲州） 各1,800mL

商品
コード E15006 6,000 点

山梨ワインセット・アルプスワインコレクション 
（赤ワイン2本をおまかせでお届け※各720〜750mL）

商品
コード E15005 7,000 点

山梨県いちのみや産の厳選桃を桃農家が
手作りしたコンポート （大瓶:600g） 2本セット

商品
コード E15008 5,000 点

山梨通販では、山梨県内で製造販売される県産品のみを扱い、とくに、山梨県内の農産物やその加工品
について生産者が見える安心・安全な商品を選択しております。

事業者コード L014 酒類販売 [長野県]

■事業者：株式会社信濃屋　■問い合わせ先：株式会社信濃屋

■ TEL：0266-52-4708　■ URL：http://www.sake-shinanoya.co.jp

純米酒　信濃の國 720mL 商品
コード H054229 2,400 点

生貯蔵酒　高島城 720mL 商品
コード H054450 2,300 点

諏訪の地酒 300mL　呑み比べ5本セット 商品
コード H089995 3,500 点

山紫水明の信州より、透き通る水と冬の寒さと蔵人の心意気が醸し出す、選りすぐりの名産品をご用意
させて頂きます。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 都 道 府 県 型 地 域 産 品

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。27

事業者コード L021 和歌山県産農産物および加工品販売 [和歌山県]

■事業者：和歌山県農業協同組合連合会　■問い合わせ先：果樹園芸部　特需販売課

■ TEL：073-488-5583　■ URL：http://www.wk-kennoh.or.jp

紀州南高梅甘口はちみつ梅干　
1.1kg （塩分約6%）

商品
コード 007 4,000 点

紀州南高梅　梅干　天味 1.1kg
（塩分約9%）

商品
コード 008 4,000 点

紀州南高梅　梅干　天味 個包装　
20粒入り （塩分約9%）

商品
コード 003 5,000 点

果樹王国　和歌山県より旬の果物や和歌山県産の加工品をお届けいたします。 安心でおいしい農産物
をぜひご賞味ください。

事業者コード L047 山陰境港ごちそう便 [鳥取県]

■事業者：中浦食品株式会社　■問い合わせ先：大漁市場なかうら

■ TEL：0859-45-1600　■ URL：http://www.e-tairyo.com/

境港産松葉がにボイル姿 
（500〜600g） ×3枚

商品
コード matuba-1 15,000 点

境港加工刺身用紅ずわいがに生足
15〜20本 （約550g）

商品
コード matuba-3 4,800 点

境港産海鮮丼3種セット （かにトロ、イカ醤油漬、
本まぐろ醤油漬、各丼の素2食入） （約540g）

商品
コード matuba-5 3,800 点

弊社は鳥取県、境港で鮮魚仲買として海産物市場「大漁市場なかうら」を平成4年より運営し、年間60万
人のお客様にご利用いただいており、松葉かに等、海産物には自信があります。弊社基準により品質、安
全を確保し、法律を順守し適正表示をいたします。

事業者コード L057 JAアグリ島根ふるさとギフト [島根県]

■事業者：株式会社 JA アグリ島根　■問い合わせ先：株式会社 JA アグリ島根　アグリ販売部

■ TEL：0853-73-9577　■ URL：http://www.agri-shimane.biz/

しまね和牛肩ロース焼肉用 500g 商品
コード 8 8,000 点

島根県産つや姫 5kg 商品
コード 83 3,200 点

島根県産きぬむすめ 5kg 商品
コード 84 3,200 点

弊社は島根県産農畜産物、及びその加工品を取り扱っております。島根県各地域JAの特色ある商品を
取り揃え、消費者の皆様へお届けしています。

事業者コード L022 赤磐特産館アグリ [岡山県]

■事業者：赤磐特産館アグリ　■問い合わせ先：赤磐特産館アグリ

■ TEL：086-957-4788　■ URL：http://www.akaiwasci.org/

果実酢飲料セット （3種類各200mL ） 
（白桃、マスカット、ピオーネ）

商品
コード 33007 4,500 点

赤磐特産館アグリ醸造品セット （味噌
1kg、醤油1L、一番だし1L、酢900mL）

商品
コード 33011 4,500 点

赤磐特産館アグリふるさとの味セット 
（お茶4.7g×8袋、佃煮100g、ソース300mL）

商品
コード 330151 2,500 点

赤磐特産館アグリは、赤磐エリアの特産品を販売しているお店です。お酒、醤油、酢、味噌、おかき、お
米、備前焼など、地元特産品が大集合!赤磐地域の良さを知っていただき、味わっていただくための情報
発信基地を目指しています。

事業者コード L016 神戸牛・とらふぐ・山田錦他こだわり物産SHOP [兵庫県]

■事業者：株式会社アプコ　■問い合わせ先：アプコ（兵庫県産品）省エネ住宅ポイント窓口

■ TEL：079-421-3020　■ URL：http://www.apco.co.jp/s-point-h/

神戸ビーフ サーロイン
しゃぶしゃぶ 800g【冷凍】

商品
コード 80735001 35,000 点

神戸ハング　但馬牛サーロインローストビーフ 400g・
フォアグラテリーヌ 40g・ヒレベーコン巻 520g

商品
コード 80735002 50,000 点

神戸ビーフ 焼肉セット （三角バラ200g、
ロース300g、カルビ400g、赤身400g） 【冷凍】

商品
コード 80735003 27,000 点

兵庫県内で生産された安全で質の高い商品を生産する業者を採用。

事業者コード L017 但馬地域の地場産業振興 [兵庫県]

■事業者：一般財団法人但馬地域地場産業振興センター　■問い合わせ先：一般財団法人但馬地域地場産業振興センター

■ TEL：0796-24-5551　■ URL：http://www.tajima.jibasan.jp

「豊岡鞄」帆布PU×皮革ソフトブリーフ
カジュアルに仕上げたビジネスバッグです。

商品
コード 080117 23,000 点

「豊岡鞄」ナイロンブリーフ （小） 
やや小さめのビジネスバッグ。A4ファイル収納可。

商品
コード YS0012 16,000 点

「豊岡鞄」カラフルアイトート トートバッグ
サイドポケットにはカラフルなファスナーを使用。

商品
コード 4820 12,000 点

但馬地域の地場産業振興代表的地場産業である「豊岡のかばん」の中でも、地域ブランド「豊岡鞄」に認
定された商品より選定を実施。

事業者コード L018 JF兵庫漁連　SEAT-CLUB　セレクション [兵庫県]

■事業者：兵庫県漁業協同組合連合会　■問い合わせ先：JF 兵庫漁連　SEAT-CLUB

■ TEL：078-917-4137　■ URL：http://www.seat-sakana.net/shoene-jutaku.html

特選「ひょうご薫る黒」焼きのり
半裁10枚×5 （桐風化粧箱入）

商品
コード 8G032105 4,500 点

明石だこのやわらか煮 115g×4袋 商品
コード 8A120704 4,500 点

【いかなごのくぎ煮】 500g化粧箱入 商品
コード 8A500501 4,800 点

兵庫県内で水揚げされた新鮮な魚介類を原料に使用し、自社の加工場等で製造された加工品を取り揃
えました。

事業者コード L019 兵庫県の特産便 [兵庫県]

■事業者：公益社団法人兵庫県物産協会　■問い合わせ先：公益社団法人兵庫県物産協会

■ TEL：078-361-8751　■ URL：http://www.hyogo-bussan.or.jp/

【兵庫県】三田屋本店ロースハム詰合せ （AH1001） 
ロースハム・ハム用ドレッシング他 （冷蔵）

商品
コード Y46-36 11,600 点

【兵庫県】手延そうめん「揖保乃糸」
特級品ひね （30把化粧木箱入） ×2箱

商品
コード Y11-17-2 11,600 点

【兵庫県・神戸牛】神戸菊水 神戸牛ロース
うすぎり1kg「折箱」 （冷蔵配送:消費期限4日）

商品
コード Y62-9 23,900 点

（1）兵庫県で生産・製造した商品 （2）品質・安全を確認した商品 （3）商品表示の適正な商品 （4）当協会
の会員がこだわりをもって製造している商品

事業者コード L020 紀南農業協同組合 [和歌山県]

■事業者：紀南農業協同組合　■問い合わせ先：紀南農業協同組合　加工部

■ TEL：0739-25-4611　■ URL：http://www.ja-kinan.or.jp

〈紀州産南高梅干〉　
塩分4%はちみつ梅 350g

商品
コード A-15B 2,000 点

〈紀州串本産〉
きんかんジャム 200g×2個

商品
コード KSJ2-200 1,500 点

〈紀州白浜産煎茶〉
川添茶　霧の精　 （袋入り） 80g

商品
コード SKRF-80 1,700 点

紀伊半島の西岸に位置する紀南農協。世界遺産、熊野古道の通る田辺市や温泉で有名な白浜町、本州
最南端串本町までがエリア。 日本一の紀州梅、川添茶はともに400年以上の歴史があります。紀南の農
家が丹精込めて育てた農産物、加工品をお届けいたします。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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事業者コード L041 まるごと高知ポイント交換サービス [高知県]

■事業者：一般財団法人　高知県地産外商公社　■問い合わせ先：高知県地産外商公社　高知事務所

■ TEL：088-855-4330　■ URL：http://eco.foodmake.biz/

【高知県産】四万十うなぎ蒲焼セット 
（蒲焼110g×10個）

商品
コード E-001 18,500 点

【高知県産】ちびっこ大工道具セット （カナヅチ、
カンナ、ノコギリ、ペンチ、ドライバー、クギなど）

商品
コード E-040 30,000 点

【高知県産】土佐黒毛和牛　しゃぶしゃぶ用 
（500g） &ステーキセット （300g×2枚）

商品
コード E-022 23,000 点

（1）生産地・製造地:高知県内等（高知県地産外商公社の選定基準を満たす高知県産品） （2）商品の品
質・安全確保:高知県地産外商公社の基準を満たしています。 （3）商品表示の適正確保:国内法に適合し
ているかチェックします。

事業者コード L049 高知県まるごと東部特産便 [高知県]

■事業者：一般社団法人安芸市観光協会　■問い合わせ先：一般社団法人安芸市観光協会

■ TEL：0887-35-1122　■ URL：http://www.akikanko.or.jp/shoene-point.htm

【高知県安芸市】内原野焼き　あじさい
文傘立て （W220×D220×H450mm）

商品
コード 1032001 26,500 点

【高知県安芸市】ハッピートラジローカレー
ギフトセット （マイルド・辛口各180g×3箱）

商品
コード 1057001 5,500 点

【高知県安芸市】ままごとセット （19種類） 
（W230×D230×H100mm・木工玩具）

商品
コード 1131003 30,000 点

（1）高知県安芸市、近隣市町村の特産品であり、本市、周辺地域の観光・地域活性化に寄与することが認
められる商品 （2）一般社団法人安芸市観光協会会員であり、当協会独自規定の品質・安全確保が満た
されている商品

事業者コード L035 オンラインショップ北九州観光市場 [福岡県]

■事業者：公益社団法人北九州市観光協会　■問い合わせ先：公益社団法人北九州市観光協会

■ TEL：093-321-6399　■ URL：http://www.kcta.jp

とらふく刺し・とらふくちりセット4人前 
（刺身180g・ふくあら500g）

商品
コード K-01 20,000 点

とらふく刺しセット3人前 （刺身120g） 商品
コード K-02 10,000 点

とらふくちりセット3人前 （ふくちり300g） 商品
コード K-03 10,000 点

九州の玄関口、福岡県北九州市には、豊かな自然が育んだ、郷土自慢の地元特産品が数多く存在しま
す。 （公社）北九州市観光協会では、北九州を代表する観光地「門司港レトロ」で直営土産店「よりみち」
を運営しており、地元特産品の紹介・宣伝・販路開拓などを行っています。

事業者コード L050 博多百楽 [福岡県]

■事業者：株式会社 九銘協　■問い合わせ先：博多百楽カスタマーサポート

■ TEL：092-641-7750　■ URL：http://hakata100raku.com

【ミシュランガイド3つ星】料亭嵯峨野・
辛子明太子《化粧箱入り》赤・青 各200g

商品
コード SGN001 7,500 点

【博多水たき発祥の店 水月】元祖　博多水たき
セット　骨付300g、ミンチ300g、スープ他

商品
コード SUG001 11,000 点

【家具のまち大川】TWISTY （ツイスティー） 
【木製スタンド照明】 直径240mm高さ1,055mm

商品
コード ATK001 30,000 点

博多の有名料亭（ミシュラン3つ星）のグルメや名店の博多ラーメン、博多の銘菓と伝統工芸品、話題の
クラフトビール、筑後川流域の名産品、大川から家具・木製品、地元で活躍するデザイナーの作品など、
厳選された名産品を福岡から全国にお届けいたします。

事業者コード L054 天然木無垢材を使った家具の専門工場 [福岡県]

■事業者：自然工房株式会社　■問い合わせ先：自然工房

■ TEL：0944-88-3312　■ URL：http://eco-items.com

風雅/FUUGA テレビボード180　 
（ウォールナット） W1,800XD450XH310mm

商品
コード FTV-180 115,000 点

風雅/FUUGA ローチェスト200　 
（ウォールナット） W2,001XD450XH584mm

商品
コード FL-200 230,000 点

凛/RIN　ダイニングテーブル165　 
（ウォールナット） W1,650XD800XH720mm

商品
コード RD-165 188,000 点

弊社は家具の産地【福岡県大川市】で家具の製造・販売をしています。「お客様の幸せ」を追求し、時代に
合わせた家具を作っています。天然の無垢材を使用し、ひとつひとつの木の個性を活かした、シンプル
でモダンなデザインの家具作りを行っています。

事業者コード L023 岡山県津山地域の産品提供事業 [岡山県]

■事業者：津山商工会議所　■問い合わせ先：津山商工会議所

■ TEL：0868-22-3141　■ URL：http://www.tvt.ne.jp/~kaigisho/

津山銘菓　十萬石 （26g×8個入り） 商品
コード 1-1 1,900 点

津山銘菓　いちま （44g×8個入り） 商品
コード 2-1 2,100 点

津山銘菓　桐襲 （きりかさね） 
（23g×15個入り）

商品
コード 3-1 2,000 点

当所は、岡山県津山市にある地域の総合経済団体です。岡山県北東部で製造・加工等されており、観光
土産品や地域産品として販売されている商品を中心に選定しています。

事業者コード L024 岡山果物カタログ [岡山県]

■事業者：有限会社漂流岡山　■問い合わせ先：有限会社漂流岡山　岡山果物カタログ事業部

■ TEL：086-226-0503　■ URL：http://www.hyouryuu.co.jp/

【岡山県】卵入り野菜パック 
（卵6個入パックと野菜8種類入り）

商品
コード PKTY8 3,000 点

【岡山県】岡山市・河口和生さんの
「アールスメロン」1玉入 （約1.3キロ/玉）

商品
コード MERN 6,000 点

【岡山県】建部ヨーグルトの無添加
プレーンヨーグルト （90mL） 10個入り

商品
コード TAKEBEY 3,000 点

当社では創業以来、岡山県内に広がるネットワークを元に県内の果物や野菜の生産者および加工業者
を取りまとめ、WEB販売を通じて全国に岡山県産にこだわった魅力ある商品をお届けしております。

事業者コード L042 笑顔と福をお届けする【ふるさと産直村】 [山口県]

■事業者：株式会社　ふるさと産直村　■問い合わせ先：ふるさと産直村コールセンター

■ TEL：050-5806-5089　■ URL：http://eco-items.com

【山口県】下関直送!国産とらふぐ贅沢三昧セット 
（刺身・ちり・唐揚げ他） 計1,130g 〈4-5人前〉

商品
コード 012 16,000 点

【山口県】本場下関直送!国産とらふぐ刺し 
計150g 〈3-4人前〉

商品
コード 540 8,000 点

【山口県】下関直送!国産とらふぐ贅沢三昧セット 
（刺身・ちり・唐揚他） 計2,260g 〈8-10人前〉

商品
コード 011 29,000 点

商品を取り扱う際は必ず生産者と面談し、味の確認はもちろん、生産体制や生産者の情熱もチェックし
ます。また、必要に応じて、産地証明書等の確認もしております。

事業者コード L025 JR四国カタログショッピング　ステーション [香川県]

■事業者：四国旅客鉄道株式会社　■問い合わせ先：JR 四国カタログショッピング　ステーション

■ TEL：087-825-1663　■ URL：http://www.sanchoku-shikoku.jp/

【高知県】藁焼き鰹たたき二節セット　○藁焼き
鰹たたき二節:合計約500g　4〜5人前　○冷凍

商品
コード H12-A449 3,900 点

【香川県】小豆島冷凍手延うどん 
（8食） 　○冷凍

商品
コード H12-J512 4,000 点

【愛媛県】しまなみデコタンゴールジュース　
○500mL×12本　○天然果汁100%　○常温

商品
コード H12-M538 4,800 点

当店は、四国の特産品を四国外の人にも伝えたいという思いから始まりました。香川と言えば、うどんに
骨付鳥。高知と言えば鰹のタタキ等、数えたら切りがありませんね。日々皆さんに満足頂ける商品を取
り揃えるよう努力しておりますので是非一度ご賞味下さい。

事業者コード L048 讃岐を食べるねっと [香川県]

■事業者：株式会社ウエイ企画　■問い合わせ先：ウエイ企画　省エネ住宅ポイント窓口

■ TEL：087-837-1159　■ URL：http://www.sanuki-taberu.net/

【香川県】讃岐でんぶく刺し盛/大 （4〜5人
前/刺身・たたき約140g、とうとう身100g）

商品
コード F05 12,000 点

【香川県】瀬戸内の初摘み手巻きのり 
（〈半切20枚/全型10枚分〉×8パック）

商品
コード N02 4,500 点

【香川県】讃岐の和三盆を使った和三盆スイーツ
セット （ロールケーキ1本、バーガー6個 〈計約860g〉）

商品
コード S06 4,800 点

香川県の質と安全性を確保した有能な農家や加工業者を訪問し、提供商品を確認した上で選定。食品を
扱っているため、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS法）に基づ
いている生産者がつくる地域産品です。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 都 道 府 県 型 地 域 産 品

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。29

事業者コード L032 宮崎の風土が生んだ名産品をお選び下さい。 [宮崎県]

■事業者：株式会社宮崎山形屋　■問い合わせ先：宮崎山形屋　販促課

■ TEL：0985-31-3305　■ URL：http://www.yamakataya.co.jp

宮崎牛サーロインステーキ　サーロインステーキ用 
（約165g×3枚） 約495g、ステーキソース20mL×3個

商品
コード 50081 11,000 点

妻地鶏炭火焼セット鶏炭火焼100g×3、
鶏炭火焼200g×2

商品
コード 50722 4,175 点

宮崎鶏チキン南蛮 （鶏肉 （加工食品） 140g、
タルタルソース30g、南蛮酢30g） 計200g×5セット

商品
コード 50852 3,300 点

自然豊かな宮崎で作られ（加工品）、宮崎で生産されている名産品を選びました。

事業者コード L029 鹿児島の味「ふるさと便」 [鹿児島県]

■事業者：鹿児島県経済農業協同組合連合会　■問い合わせ先：JA 鹿児島県経済連ギフトセンター

■ TEL：0120-722-188　■ URL：http://furusato.karen-ja.or.jp/

黒豚ハムセット （ロースハム・ベーコン・ウインナー・
骨付きソーセージ・ジャンボフランク） 計615g

商品
コード 916-204 3,400 点

黒豚しゃぶしゃぶセット （肩ローススライス 250g・
バラスライス 250g・ぽん酢醤油 200mL）

商品
コード 916-203 5,000 点

鹿児島県ジューシー　つぶつぶみかん65% 
（190mL×30缶）

商品
コード 916-903 3,600 点

鹿児島県内産農畜産物・鹿児島県内産原料を使用した加工品・特産品に絞り、鹿児島ならではの商品に
こだわり、品質の安心安全をテーマに皆様に産地直送でお届けいたします。鹿児島の美味しい旬の味覚
を取り揃えた「ふるさと便」を是非ご利用ください。

事業者コード L033 鹿児島県特産品お取り寄せ [鹿児島県]

■事業者：公益社団法人鹿児島県特産品協会　■問い合わせ先：鹿児島ブランドショップ（県特産品協会）

■ TEL：099-225-6120　■ URL：http://www.k-p-a.jp

かごしま黒豚しゃぶしゃぶセット 
（肉総量:750g）

商品
コード A-014 4,400 点

特上さつま揚げ詰合わせ
（6種、計34個入り）

商品
コード A-043 4,500 点

知覧茶セット
（後岳 100g×1、緑誠 100g×1）

商品
コード A-020 3,900 点

自然豊かな鹿児島県の食材等を使って作った特産品や、県指定伝統的工芸品等を取り揃えました。

事業者コード L034 百貨店 [鹿児島県]

■事業者：株式会社山形屋　■問い合わせ先：山形屋 食品統括部

■ TEL：099-227-6215　■ URL：http://www.yamakataya.co.jp/

鹿児島県産黒毛和牛サーロイン瀬-1001
（サーロイン4枚 （640g） ）

商品
コード YE-30 11,000 点

鹿児島串木野勘場つけあげA-4 （特上つけあげ・
人参入り・えそつけあげ・いも天各5、上棒天250g）

商品
コード YE-18 3,630 点

渡辺バークシャー牧場 九州産黒豚詰合せ渡辺-506 （肩
ロースうす切り450g、肩ロースとんかつ用4枚 （400g） ）

商品
コード YE-27 5,500 点

当社は創業265年を迎える百貨店です。「ふるさとのデパート」として鹿児島県民に愛されて参りまし
た。鹿児島発「安心・安全」の商品ラインナップをご用意いたします。

事業者コード L055 ◇白磁の伝統◇伊万里・有田焼の手しごと屋 [佐賀県]

■事業者：有限会社古川陶磁器　■問い合わせ先：古川陶磁器

■ TEL：0955-23-2234　■ URL：http://eco-items.com

【有田焼・文山窯】一珍ばら絵　ペア珈琲碗
皿揃 （赤系・青系各1 口径7.8×高さ9cm）

商品
コード B1003 15,000 点

【有田焼・琥山窯】金箔押桜文　陶額　SM号
（額縁:約タテ31.5×ヨコ38.5cm）

商品
コード K1002 48,000 点

【有田焼・弥左エ門窯】鳳凰草花　肩角
花瓶 （高さ約24cm）

商品
コード Y1004 17,000 点

（1）伝統的工芸品である伊万里・有田焼 （2）伝統の技術に裏付けされた品質 （3）窯元の提示するもの
をわかりやすく表示 （4）すべてに作家の手が加わり、伊万里焼・有田焼の代表として認められる作品

事業者コード L026 長崎県産品　専門店 [長崎県]

■事業者：一般社団法人長崎県物産振興協会　■問い合わせ先：（一社）長崎県物産振興協会

■ TEL：095-821-6580　■ URL：http://www.e-nagasaki.com/

長崎カステラ （ハニー、チョコ、チーズ） 
詰合せ　各290g

商品
コード SENB-001 3,700 点

【みろくや謹製】冷凍ちゃんぽん （約350g） ・
皿うどん （約263g） ×各3人前詰合せ

商品
コード SENB-002 6,100 点

【長崎名物】櫻林の角煮まんじゅう　
10個詰合せ

商品
コード SENB-003 5,100 点

一般社団法人 長崎県物産振興協会は、昭和36年に設立されてから50年以上「長崎県産品」を専門とし
て販売しております。 輸入品ではなく「長崎で生産されている商品」など独自の基準を設定し、長崎の名
物のみを販売しております。

事業者コード L027 【鶴屋百貨店厳選】熊本県・特産品お届け便 [熊本県]

■事業者：株式会社鶴屋百貨店　■問い合わせ先：鶴屋百貨店　業務部　省エネ住宅ポイント担当

■ TEL：096-327-3679　■ URL：http://www.tsuruya-dept.co.jp/index.html

菅之屋　国産馬刺し
（霜降り 約200g、タタキ 約160g）

商品
コード A-32 6,156 点

不知火光右衛門　原酒
（芋焼酎720mL、アルコール度数35〜36度）

商品
コード A-14 3,780 点

熊本菓房　芦北のデコポンゼリー 
（デコポンゼリー 12個セット）

商品
コード A-27 5,940 点

鶴屋百貨店では、地元・熊本の特産品として名高い商品を基準として、食料品や生活用品を選定してお
ります。熊本の豊かな自然の中で育った山の幸や海の幸、また熊本の銘菓や郷土料理の詰合せセット、
そして歴史ある窯元の焼き物など数多くご用意しております。

事業者コード L056 新熊本あか牛特別便 [熊本県]

■事業者：熊本県畜産農業協同組合連合会　■問い合わせ先：熊本県畜産農業協同組合連合会

■ TEL：096-365-8811　■ URL：http://www.akaushi.jp/

【熊本県】くまもとあか牛
サーロインステーキ 1kg

商品
コード k1 15,000 点

【熊本県】くまもとあか牛
リブロースステーキ 1kg

商品
コード k5 12,000 点

【熊本県】くまもとあか牛
肩ロースすき焼き 1kg

商品
コード k10 10,000 点

熊本県産品に拘りくまもとあか牛、ひごさかえ肥皇豚肉、熊本馬刺しの販売、商品の品質食品衛生検査
に合格した食肉を処理する。

事業者コード L028 宮崎県産品のアンテナショップ（宮崎県産品販路拡大） [宮崎県]

■事業者：公益社団法人宮崎県物産貿易振興センター　■問い合わせ先：みやざき物産館 KONNE

■ TEL：0985-22-7389　■ URL：http://www.m-tokusan.or.jp/

【宮崎県】宮崎黒豚味噌漬け
 （ロース 130g×3・バラ 170g×2）

商品
コード A340392015 6,200 点

【宮崎県】みやざき冷凍マンゴー
280g （4切入）

商品
コード A340400021 5,000 点

【宮崎県】ゆずの里ドリンクセット
500mL×2

商品
コード A340213031 4,000 点

当センターは、宮崎県産品の国内外への宣伝及び紹介、品質の向上、販路開拓及び需要拡大を図る事を
目的にしている団体で、宮崎県産品のアンテナショップを運営しており、独自の宮崎県産品の定義を元
に商品の選定をし、紹介販売をしています。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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全 国 型
地 域 産 品

事業者コード J001 エニシル地域産品
■事業者：株式会社エニシル　■問い合わせ先：エニシル省エネ住宅ポイント商品交換事務局

■ TEL：0120-22-4648　■ URL：http://www.enicil.co.jp/shouene-point/

【新潟県】魚沼産コシヒカリ 30kg 商品
コード 5306-910 30,000 点

【茨城県】かねふく
無着色からし明太子 450g

商品
コード 5306-830 5,000 点

【北海道】北海道トンデンファーム
ハム・ソーセージ詰合せ　7種 計1,210g

商品
コード 5306-805 10,000 点

当社は家電、住宅エコポイント、復興支援・住宅エコポイントにおいても全国の地域商品を提供してまい
りました。今回は食品を主とした全国地域産品を提供いたします。

事業者コード J002 おすすめ特産品プラスアルファ
■事業者：株式会社 アルファーブレインズ　■問い合わせ先：アルファーブレインズ　省エネポイント窓口

■ TEL：0120-502-509　■ URL：http://www.alpha-b.co.jp

【新潟県】魚沼産こしひかり 10㎏ 商品
コード 88-625 10,000 点

【北海道】北海道中空知産
ゆめぴりか特別栽培米 8kg

商品
コード 88-606 10,000 点

【三重県産】松阪牛サーロインステーキ
160g×2枚

商品
コード 88-642 20,000 点

1.生産地・製造地域　2.食品衛生法・健康増進法・薬事法・JAS法・不当景品表示防止法・計量法を遵守し
ていること　3.商品表示の適正確保

事業者コード J003 ぐるなび食市場
■事業者：株式会社ぐるなび　■問い合わせ先：ぐるなび食市場（省エネ住宅ポイント担当）

■ TEL：03-3500-9700　■ URL：http://shop.gnavi.co.jp/ecop/eshouse/

手羽先餃子 （5本入り4袋セット） 
合計約1.3kg

商品
コード 11603 4,000 点

魚沼十日町産こしひかり 5kg 商品
コード 11602 5,000 点

気仙沼名産特大ふかひれ姿煮込み
2枚セット [200g+タレ320g]

商品
コード 11590 14,000 点

食に特化したお取り寄せグルメサイト「ぐるなび食市場」では、全国1,800店舗のネットワーク/30万点
を超える商品をご案内しております。ご当地の名品、ふるさとの味わいをはじめ、日頃より広く地域産品
をご案内しております。

事業者コード J004 クレアンスメアード　セレクト商品
■事業者：株式会社クレアンスメアード　■問い合わせ先：クレアンスメアード　ポイント事務局

■ TEL：0428-23-8195　■ URL：http://www.creansmaerd.co.jp/

鹿児島県 乙25度　綾黄金 （芋） 
1,800mL

商品
コード CAM-T-1125 3,000 点

福岡県 博多長浜屋台ラーメン （生麺） 
7食

商品
コード CAM-T-1167 2,500 点

沖縄県 沖縄の味 ソーキそば （生麺） 
12食

商品
コード CAM-T-1197 5,500 点

全国47都道府県のご当地グルメ、スイーツ、銘菓まで『美味しい!』『嬉しい!』『こだわり!』の名産品を集
めています!

事業者コード L030 わしたショップ [沖縄県]

■事業者：株式会社沖縄県物産公社　■問い合わせ先：わしたショップオンライン

■ TEL：098-864-0143　■ URL：http://www.washita.co.jp/

あぐー 焼肉セット 300g 商品
コード 0987 2,502 点

沖縄宮城島海水塩 ぬちまーす
250g 5個セット

商品
コード 0035 5,400 点

青切りシークヮーサー100%果汁 
500mL 3本セット

商品
コード 0267 5,832 点

沖縄県の公式アンテナショップ「わしたショップ」を運営しています。ショップで人気の商品の中から『沖
縄県産の原材料を使用して沖縄県内企業が沖縄県内で製造加工したもの』を中心に採用しています。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。

都 道 府 県 型 地 域 産 品
全 国 型 地 域 産 品

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し
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事業者コード J010 【大人気】老舗酒問屋が魅惑の銘酒・ドリンクをお届け
■事業者：株式会社升本総本店　■問い合わせ先：株式会社升本総本店・省エネ住宅ポイント担当

■ TEL：03-3260-5687　■ URL：http://sake-masumoto.co.jp/

【地ビールで岩手を応援!銀河高原ビール】
 （350mL缶） 24本

商品
コード CB-1 7,500 点

【少量蔵限定純米酒】「小豆島唯一の蔵」「滋賀の山奥
蔵」等、少量生産の蔵限定!純米酒720mL4種各1本

商品
コード JS-7 6,000 点

【「焼酎」で東北を応援!】福島・二本松
の麦・米・芋の焼酎 720mL×3本セット

商品
コード CC-1 4,000 点

【矜持を持って逸品・名品を】東北の名焼酎!皇室御用達の酒!復興支援のビール!等々。江戸創業の神
楽坂の老舗酒問屋が「ご縁」と「地産」「品質」「情報公開」にこだわった各地のナイスなお酒（清酒・焼酎・
ビール等）や飲料（甘酒・ジュース等）をお届け。

事業者コード J011 省エネ住宅ポイント　全国うまいもの市場
■事業者：株式会社ユナイテッドスペース　■問い合わせ先：ユナイテッドスペース　ポイント窓口

■ TEL：0120-01-9577　■ URL：http://point-e.jp/unitedspes

【三重県産】松阪牛すきやきもも肉・
ばら肉/計500g （証明書付）

商品
コード 296102029 10,000 点

【新潟県魚沼 （十日町） 産】こしひかり
10kg

商品
コード 296102011 10,000 点

【宮崎県】「 大淀河畔 みやちく」ハム・ソーセージ
セット （ハム合計570g ソーセージ合計360g）

商品
コード 296102006 5,000 点

全国各地の産直品を取り扱う当社だからできる全国の選び抜かれたグルメや産直品を集めました。「安
心・安全」のこだわりの商品でお届けします。

事業者コード J012 ★全国特選!グルメ市場★
■事業者：RH トラベラー株式会社　■問い合わせ先：RH トラベラーお客様申込センター

■ TEL：0120-988-275　■ URL：http://shoene-trv.com/

松阪・神戸・米沢三大ブランド牛
食べ比べ （合計1,500g）

商品
コード 9725-8014 30,000 点

北海道産　ゆめぴりか 5kg×4袋　
計20kg

商品
コード 9725-8001 20,000 点

九州焼酎飲みくらべ8種セット 
（8種各720mL入り）

商品
コード 9725-8038 15,000 点

弊社基幹の事業として全国の産品をお届けする国内宅配サービスをおこなっており、全国の仕入先様
と提携しております。震災後は被災地支援企画を積極的に行っております。

事業者コード J013 JTBのネットワークで取り揃えたギフト商品制作販売
■事業者：株式会社 JTB 商事　■問い合わせ先：㈱ JTB 商事　法人外商部

■ TEL：03-6832-4755　■ URL：http://www.jtbtrading.co.jp/shoenejutaku-points/

北海道産ゆで毛がに姿×4 
（500g×4、計2kg）

商品
コード 21077094 23,000 点

【三重県産】松阪牛　サーロインステーキ
200g×2枚/計400g

商品
コード 5250-249 27,500 点

新潟県魚沼産コシヒカリ特別栽培米　
15kg

商品
コード KM-01 20,000 点

JTBグループのネットワークを活かして、幅広い仕入れと商品開発を実施。全国各地の特産品や銘菓を
取り扱っています。

事業者コード J005 京王百貨店がおすすめする全国特産品
■事業者：株式会社京王百貨店　■問い合わせ先：京王百貨店　省エネ住宅ポイント商品交換窓口

■ TEL：0120-069-100　■ URL：http://info.keionet.com/shouenepoint/index.html

【新潟県】新潟県産コシヒカリ
5kg×2

商品
コード 864-626 10,000 点

【三重県】松阪牛しゃぶしゃぶ　
ロース・肩ロース 500g

商品
コード 864-649 15,000 点

【東京都】東京「銀座4丁目スエヒロ」グルメセット
14食和牛ビーフカレー・ハヤシ各5食シチュー4食

商品
コード 864-623 10,000 点

当社は、これまで様々な物産展などで全国の事業者様より商品を供給していただき販売してまいりまし
た。このネットワークを活かし、省エネ住宅ポイントを通じて地方活性化のお手伝いができればと願って
おります。

事業者コード J006 サンファニー グルメランド
■事業者：株式会社三喜　■問い合わせ先：株式会社三喜

■ TEL：03-6666-9019　■ URL：http://www.sunfunny.co.jp/

宮崎「大淀河畔 みやちく」宮崎牛
焼肉　肩ロース肉 1,000g

商品
コード S50-105 24,000 点

神戸牛肩ロースしゃぶしゃぶ用 400g 商品
コード S50-100 12,000 点

【山形県】つや姫 5kg 商品
コード S50-142 5,000 点

①各都道府県産の原材料が使用されている事 ②最終加工が各都道府県で行われている事 ③店舗が
各都道府県にある事 上記の何れかを満たす事

事業者コード J007 シャディおすすめ特産品
■事業者：シャディ株式会社　■問い合わせ先：シャディ　省エネ住宅ポイント交換商品事務局

■ TEL：0120-48-0170　■ URL：http://shaddy.jp/shouene-point/

かねふく　無着色からし明太子 720g 商品
コード 155247825 8,000 点

【北海道】バルナバハム　2014DLG金
賞受賞ベーコン詰合せ8種 計870g

商品
コード 155247019 5,000 点

宮崎牛ロースすき焼き 600g 商品
コード 155247647 15,000 点

とりまとめ事業者にて食品衛生法等の関連法令及びガイドラインその他の自主規制機関の制定する
ルールに準じており、各とりまとめ事業者との商品売買契約書にて書類締結

事業者コード J008 日本旅行グループが選ぶ☆全国銘産品☆
■事業者：株式会社日本旅行　■問い合わせ先：日本旅行グループ　ポイント交換事務局

■ TEL：03-3596-7124　■ URL：http://www.aruaruplaza.com/

【三重県】松阪牛肩ローススライス 300g、
バラ焼肉 300g、モモスライス 300g

商品
コード 002-646 30,000 点

【静岡県】天然南まぐろと鰹たたき詰
合せ 2種 各150g×3・1種 250g×2

商品
コード 002-640 20,000 点

【熊本県】熊本県産米　森のくまさん 
10kg （5kg×2）

商品
コード 002-673 10,000 点

旅行を通じて全国地域とは深い繋がりがあり、各県のグループ拠点と商品提供会社様と連携し地域なら
ではの逸品をお届けし、事業に協力させていただきます。

事業者コード J009 地域ブランドお取り寄せ
■事業者：株式会社ブランド総合研究所　■問い合わせ先：株式会社ブランド総合研究所

■ TEL：03-3539-3011　■ URL：http://tiikibrand.jp

厚めに切った! 霜降り米沢牛焼き肉セット
 （500g）

商品
コード 8511 10,000 点

石垣牛の特選ステーキ 
（ロース3枚分、500g）

商品
コード 8402 14,000 点

愛知しら河の　ひつまぶしセット 
（60g×4）

商品
コード 8551 6,000 点

「地域ブランドお取り寄せ」および「大人のお取り寄せ倶楽部」で紹介した商品を中心に人気商品を選
定。中心素材がその地域のものであるか、加工・販売業者が地域の業者であることを条件としています。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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事業者コード J019 全国の地方新聞社厳選　お取り寄せサイト47CLUB
■事業者：株式会社 47CLUB　■問い合わせ先：47CLUB 受注センター

■ TEL：03-5812-6412　■ URL：http://www.47club.jp/

【山口県】ふぐ料理フルコース （刺身130g・ちり400g等
6種計760g、ポン酢300mL　薬味など）

商品
コード 093 23,000 点

【静岡県】 本まぐろ中トロ 250g×3 商品
コード 061 12,000 点

【滋賀県】 かねきち　近江牛ロース
すき焼きしゃぶしゃぶ用 500g

商品
コード 064 12,000 点

地方新聞社と連携し、厳選された商品の中から、安定的に供給できる物、安心して召し上がっていただけ
るもののみを、選定いたしました。

事業者コード J020 ふるさと直送便
■事業者：特定非営利活動法人ふるさと往来クラブ　■問い合わせ先：特定非営利活動法人ふるさと往来クラブ

■ TEL：03-3518-8841　■ URL：http://www.npo-furusato.or.jp

名古屋赤味噌ラガー飲み比べセット 330mL瓶×6本 
（赤ラベル、青ラベル、名古屋赤味噌ラガー各2本）

商品
コード 23-0001 3,500 点

熟成日本酒15°飲みくらべセット （純米酒） 　5年熟
成純米酒 （720mL） ・純米新酒 （180mL） 各1本

商品
コード 02-0002 4,000 点

千駒ギフト　純米吟醸・特別純米酒詰め
合わせ （720mL×各1本） 箱入り

商品
コード 07-0014 5,000 点

全国のふるさと産品を扱う事業者としては先駆者であるNPOとして、旬の味から産業製品まで、当クラ
ブが自信を持ってオススメする全国の逸品・名品をそろえています。

事業者コード J021 北海道発! 全国うまいもの直送便
■事業者：株式会社インサイト　■問い合わせ先：株式会社インサイト

■ TEL：011-233-2222　■ URL：http://ppi.jp/house

【北海道】ゆで毛がにづくし （甲羅盛
120g×3、脚肉 760g、三杯酢）

商品
コード 5409-701 20,000 点

【三重県】スギモト　松阪牛ステーキ
モモ肉 450g

商品
コード 5409-787 10,000 点

【北海道】北海道産米　ゆめぴりか　
10kg

商品
コード 5409-485 8,000 点

2万点を超える取扱い商品の中から、全国各地の地域特産品情報を基に厳選した産品をご提供していま
す。 生産・加工等事業者とは食品衛生法等の関連法令及びガイドライン等の自主規制機関の制定する
ルールに準じて商品売買契約を締結しています。

事業者コード J022 ポイント交換窓口オンライン
■事業者：株式会社マインド　■問い合わせ先：ポイント交換窓口カスタマーセンター

■ TEL：0238-37-2311　■ URL：http://www.mindp.co.jp/

米沢牛サーロインステーキ 480g 商品
コード MD-0008 24,000 点

【山形県】つや姫 10Kg 商品
コード MD-0044 10,000 点

うこぎ茶セット/うこぎ茶100g×2個　スティック
20本×2個　よねざわのハーブティ10袋×2個

商品
コード MD-0035 6,000 点

弊社は創業から50年以上にわたり、全国の観光土産品卸しを行っている老舗です。47都道府県の地域
に特化した逸品を取り揃えております。加工品から生鮮品まで、ご当地商品のご用命は当社にお任せく
ださい!

事業者コード J023 選べるエコ産品美味倶楽部
■事業者：有限会社エミヤ　■問い合わせ先：（有）エミヤ　選べるエコ産品美味倶楽部係

■ TEL：03-3832-7660　■ URL：http://www.emiya-foods.co.jp/

【福岡県】福さ屋　辛子明太子 800g 商品
コード EMY-J086 10,000 点

【兵庫県】神戸南京町「皇蘭」イベリコ豚おこわ
110g×9個

商品
コード EMY-J059 4,500 点

【兵庫県】神戸ビーフ焼き肉　もも・バラ
計400g

商品
コード EMY-J060 10,000 点

安全性、品質、衛生面でも納得してご利用頂ける商品はもちろんの事、原材料・製法・生産者の思い等が
詰まったこだわりの逸品をご提供させて頂きます。

事業者コード J014 自遊人オーガニック・エクスプレス
■事業者：株式会社膳　■問い合わせ先：自遊人カスタマーセンター

■ TEL：025-781-5602　■ URL：http://www.jiyujin.co.jp/organic/

松阪牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ用 
（700g） 【三重県】

商品
コード L-088 14,800 点

三陸の無添加・特撰 銀毛鮭いくら浜人醤油
100g×3個【岩手県】

商品
コード FC-146 5,000 点

安曇野で育てた完熟トマト使用 無添加まるごと
しぼりトマトジュース （200mL×20本） 【長野県】

商品
コード FN-087 7,500 点

雑誌制作で培ったネットワークを生かし、日本各地の名産品、地元の職人が美味しくて安心して食べられ
るものを、と心を込めて作った品々をご用意します。

事業者コード J015 ハーモニックの選りすぐりの地域特産品
■事業者：株式会社ハーモニック　■問い合わせ先：株式会社ハーモニック　お客様相談室

■ TEL：0120-977-777　■ URL：http://www.harmonick.co.jp/jeco/

かねふくの無着色辛子明太子
450g×2

商品
コード K-481502 10,000 点

利久　牛たん焼き （120g×8） ・ 牛たんカレー 
（300g×6） ・牛たんシチュー （300g×4） セット

商品
コード B-480013 20,000 点

前沢牛　しゃぶしゃぶ用肩ロース 900g・
焼肉用肩ロース 600g

商品
コード J-482101 50,000 点

従来の住宅エコポイント制度に参画させていただきました経験を踏まえ、1.品質の高い商品を継続して
確実にご提供できること、2.提供する商品の産地が明確でお申込者の判断に寄与できること等を念頭
に置き、選定基準を設けております。

事業者コード J016 グッディポイントおすすめ特産品
■事業者：グッディポイント株式会社　■問い合わせ先：グッディポイントおすすめ特産品係

■ TEL：0120-084-999　■ URL：http://www.goody.co.jp/

【福岡県】手羽先めんたい70g×10本 商品
コード 108-679 5,000 点

【北海道】ゆめぴりか 10㎏ 商品
コード 108-605 10,000 点

【三重県】松阪牛モモ肉・バラ肉焼肉用
400g

商品
コード 108-652 10,000 点

当社はポイント商品交換事業を通じて、日本全国で商品調達ネットワークを築いてきました。ポイント商
品交換や復興支援・住宅エコポイント商品交換事業の実績等に基づき、お客様に安心していただける安
全で、高品質の商品を選定いたします。

事業者コード J017 三越伊勢丹がお奨めする「全国うまい食・優れもの市」
■事業者：株式会社　三越伊勢丹　■問い合わせ先：三越伊勢丹お客様商品相談デスク

■ TEL：0120-005-815　■ URL：http://isetanmitsukoshi.enepo.jp/

【岩手】小形牧場牛すきやき用 450g 商品
コード M0047 8,000 点

【宮崎】黒豚食いしん坊セット 2,940g 
（バークシャー種）

商品
コード M0086 20,000 点

【東京】〈江戸切子〉KUROCO 
ストライプタンブラー 黒 （容量約300mL）

商品
コード M0096 26,000 点

日本有数の百貨店として、全国より選び抜いた商品を提供します。地域の特産品、歴史ある伝統工芸品、
作り手の確かな木材製品等、実績のある信頼度の高い商品を選定しました。

事業者コード J018 MOTTAINAIがお届けする特産品グルメ
■事業者：伊藤忠商事株式会社　■問い合わせ先：MOTTAINAI 省エネ住宅ポイントダイヤル

■ TEL：0120-77-3706　■ URL：http://mottainai-3r.jp/shouene/

西ブランド牛ステーキ食べくらべセット
 （神戸牛・松阪牛・各200g×2枚）

商品
コード ISCJ894 65,000 点

松阪牛　バラすき焼き 550g 商品
コード ISCJ803 10,000 点

秋田県産あきたこまち 5kg 商品
コード ISCJ860 5,000 点

原料原産地（加工品の場合は最終加工地）が特定できる農林水産品であること、商品の品質・商品の安
全性、安定供給体制が担保できる仕入れ先であること。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 全 国 型 地 域 産 品

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し
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寄

事業者コード J029 CDG大満足うまいもんカタログ
■事業者：株式会社 CDG　■問い合わせ先：CDG　省エネ住宅ポイント事務局

■ TEL：0120-951-251　■ URL：http://www.cdg.co.jp/shoene

【三重県】松阪牛カルビ焼肉 （肩）
約500g

商品
コード CUC036 10,000 点

【北海道産】毛ガニ （約500g×2尾） 商品
コード CUC002 8,000 点

【新潟県】特別栽培
新潟県南魚沼産こしひかり 5kg

商品
コード CUC027 5,000 点

各都道府県で、生産・製造した物や、実店舗（本店）がある事を基準に選定致しました。日本全国の米や肉
類、魚介類など特産品を幅広く77アイテム取り揃えました。ぜひ旬の味をお楽しみください。

事業者コード J030 「GISTAR」省エネ住宅ポイント発送事務局
■事業者：株式会社ジスターイノベーション　■問い合わせ先：「GISTAR」省エネ住宅ポイント事務局

■ TEL：03-5847-2788　■ URL：http://www.g-eco.gift

【三重県】松阪牛肩ロース 300g 商品
コード 847-622 10,000 点

【宮城県】仙台牛 焼肉　もも肉 500g 商品
コード 847-642 10,000 点

【福岡県】やまや 無着色辛子明太子　
商品: 540g

商品
コード 847-606 6,000 点

商品の選定については、すべての商品をお客様のくらしを影から支える「素材」であると考え、全国の生
活にちなんだ幅広い商品をご提供いたします。

事業者コード J031 ジャパンハウス省エネ住宅ポイント
■事業者：株式会社ジャパンハウス　■問い合わせ先：ジャパンハウス省エネ住宅ポイント窓口

■ TEL：03-3306-5432　■ URL：http://www.japanhouse.co.jp/

日本五大ブランド牛食べ比べ　松阪牛、神戸牛、
前沢牛、米沢牛、仙台牛 （各500g、計2.5kg）

商品
コード JHS-3 60,000 点

日本三大ブランド牛食べ比べ　松阪牛、
神戸牛、米沢牛 （各500g、計1.5kg）

商品
コード JHS-4 30,000 点

【福井県】若狭牛　焼肉　もも 800g 商品
コード JHS-83 10,000 点

全国産地直送品等を主とします。品質安全性の確認を行い、必要に応じ現物を取り寄せ確認。参考価
格、商品内容を確認の後、市場価格と大きく価格差が無いことを原則とし、個別配送に関する受発注、個
人情報管理等にも問題ないこと。を基準としています。

事業者コード J032 産地直送満足便・ギフト王国
■事業者：株式会社秀屋　■問い合わせ先：ギフト受注センター

■ TEL：03-3682-1088　■ URL：http://gift-oukoku.co.jp/

宮崎「大淀河畔 みやちく」
宮崎牛ロースステーキ 800g （4枚）

商品
コード SGR-005 24,000 点

【山形県】米沢牛サーロインステーキ
200g×3枚

商品
コード SGR-068 27,000 点

【山形県】つや姫 20kg 商品
コード SGR-020 20,000 点

地域に根差して店を構える名店の料理から、全国の産地やメーカーと産直ネットワークを結んだ安心で
安全な全国各地の旨いものまで、選りすぐりの一品をお届けさせていただきます。

事業者コード J024 省エネ住宅ポイント 景品パーク
■事業者：株式会社ディースタイル　■問い合わせ先：省エネ住宅ポイント 景品パーク

■ TEL：048-452-4861　■ URL：http://shoenejutaku.delight-style.jp/

【新潟県魚沼 （十日町） 産】
こしひかり 10kg

商品
コード 296102011 10,000 点

【鹿児島産】黒豚三昧[しゃぶしゃぶ]と[焼肉] 
（しゃぶしゃぶ600g、焼き肉550g、ポン酢たれ付）

商品
コード 296102016 10,000 点

【九州近海】天日干し干物セット 
（さば、いか、鯛、あじ、いわし 計約600g）

商品
コード 296102044 5,000 点

（1）生産地・生産地域が確認できる商品 （2）商品の品質管理及び安定供給が可能であるもの。 （3）一
括表示ラベルで表記されているもの。 （4）上記（1）～（3）が整備されているもの。

事業者コード J025 省エネ住宅ポイント交換商品厳選47グルメ
■事業者：株式会社アットライン　■問い合わせ先：アットライン省エネ住宅ポイント係り

■ TEL：0120-73-6249　■ URL：http://47gourmet.com/

【滋賀】近江牛ロースステーキとしゃぶしゃぶ肉 
（ステーキ計360g、しゃぶしゃぶ肉200g）

商品
コード AL-052 13,000 点

【千葉】千葉県産　冷凍活伊勢えび （生食用）
1kg

商品
コード AL-029 15,000 点

【兵庫】神戸芦屋ティティコファの芦屋ロールセット 
（プレーン約220g×1、オペラ約235g×1）

商品
コード AL-067 3,800 点

・主原料の原産地 ・製造地または最終加工地 ・店舗所在地 47都道府県の商品選定基準として以上3項
目のいずれかに該当する商品を掲載しております。

事業者コード J026 内海産業「ふるさと応援　特産品市場」
■事業者：内海産業株式会社　■問い合わせ先：内海産業ポイント交換問合せ窓口

■ TEL：03-6311-9985　■ URL：http://www.utsumi-sp.co.jp/s-point/

【三重県】松阪牛の極み〜　 （サーロインステーキ
200g×3　他4種　内容量計:2,300g）

商品
コード 553000051 75,000 点

【兵庫県】神戸牛　満足セット （サーロイン200g
×3、肩ロース600g×1、バラ焼肉用400g×1）

商品
コード 553000057 50,000 点

【新潟県】新潟県魚沼産こしひかり
10kg

商品
コード 553000028 10,000 点

（1）全国各都道府県から商品を選定 （2）商品の品質及び安全確保のできる商品の選定 （3）商品表示
が適正な商品を選定 （4）商品が安定供給できる事

事業者コード J027 全国地産品SHOP
■事業者：株式会社 KOJIMA　■問い合わせ先：KOJIMA 問い合わせ事務局

■ TEL：0120-678-885　■ URL：http://kojima-web.jp/

【新潟県】特別栽培
新潟県南魚沼産こしひかり 10kg

商品
コード KS28 10,000 点

【三重県】松阪牛すき焼 （モモ） 
約550g

商品
コード KS39 10,000 点

【岩手県】北上まきさわハム&ウインナー 
（ハム・ウィンナー5種 総重量550G）

商品
コード KS12 5,000 点

各都道府県で、生産・製造した物や、実店舗（本店）がある事。

事業者コード J028 産経ネットショップ
■事業者：株式会社産経デジタル　■問い合わせ先：産経ネットショップお客様センター

■ TEL：03-3243-8634　■ URL：http://sp.sankeishop.jp/eco2015/index.html

【山形県】米沢牛しゃぶしゃぶ　 
（ロース・肩ロース） 計600g

商品
コード 39-606 20,000 点

【岩手県産】前沢牛ヒレステーキ　
100g×2枚

商品
コード 39-603 10,000 点

【新潟県】お米の横綱
魚沼産こしひかり 5kg

商品
コード 39-618 5,000 点

生産者が商品に応じた適性な品質管理のもとに生産する地方色豊かで高品質な商品を適性価格でご提
供いたします。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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事業者コード J038 サークルKサンクスオンライン
■事業者：ときめきドットコム株式会社　■問い合わせ先：サークル K サンクスオンライン

■ TEL：0570-064-512　■ URL：http://ckec.jp/pc/to/jutaku_points.html

【新潟県】魚沼産こしひかり 
5kg×2セット

商品
コード 1103-608 10,000 点

【北海道】ハム・ウィンナーセット ロー
スハム他　計720g

商品
コード 1103-601 5,000 点

【和歌山県】紀州南高梅はちみつ入り
梅干 1kg×2

商品
コード 1103-630 10,000 点

全国のこだわった商品を選定します。地域性を重要視しながら幅広い商品をお届けします。グルメ（牛肉
海鮮　スイーツ）、伝統工芸品などを選出します。

事業者コード J039 お肉のお取り寄せ　Smile Meat ECO
■事業者：トップフィールド・マーケティング株式会社　■問い合わせ先：トップフィールド・マーケティング

■ TEL：03-5643-5529　■ URL：http://www.meat-up.jp/eco-points/

【沖縄】『石垣島きたうち牧場プレミアム
ビーフ』 サーロインステーキ 200g×5枚

商品
コード 1-KP1 55,000 点

【沖縄】『八重山郷里牛』リブロースす
き焼き 600g入

商品
コード 1-YAE2 20,000 点

【島根】まつなが和牛カタロースすき
焼き用 600g

商品
コード 1-mat1 15,000 点

（1）全国の地域銘柄肉のうち循環型農業や環境配慮型農業を実践している畜産物。（2）「銘柄肉ハンド
ブック」に認定掲載されている銘柄肉。（3）食肉ジャーナリストの取材に基づき、地域循環型農業の推
進、地産地消や地域活性化に貢献している生産者の商品。

事業者コード J040 美食サークル
■事業者：株式会社錦堂　■問い合わせ先：カスタマーセンター

■ TEL：0570-550-224　■ URL：http://www.company.gift-nishikido.co.jp/ecopoint-j.html

【兵庫県】神戸ビーフ焼き肉
もも・バラ 計400g

商品
コード 5740861 10,000 点

【新潟県】お米の横綱
魚沼産こしひかり 計10kg （5kg×2）

商品
コード 3300009 10,000 点

【山形県】米澤紀伊國屋
米沢牛しゃぶしゃぶ肉 550g （肩ロース）

商品
コード 2140117 10,000 点

弊社は、地域において味の美味しさや製法にこだわりを持ったメーカーや生産者の食品を販売しており
ます。産地にも足を運び、製法やこだわりについても確認を行いながら商品選定を行い、自信を持って
販売できる商品をご提供致します。

事業者コード J041 日旅産業ポイント交換事業
■事業者：株式会社日旅産業　■問い合わせ先：日旅ポイント交換事務局

■ TEL：03-3596-7124　■ URL：http://aruaruplaza.com

【三重県】松阪牛肩ロース 300g、
モモ 350g、バラ焼肉用 300g

商品
コード 2000-646 30,000 点

【静岡県】戻りかつおまぐろ詰め合わせ
かつお 170g×2、まぐろ 140g×2

商品
コード 2000-638 4,500 点

【熊本県】熊本県産森のくまさん
精米10kg （5kg×2）

商品
コード 2000-673 10,000 点

（1）生産地:全国 （2）商品品質:米・食肉等　検査基準に適応しているもの （3）商品表示:景品表示法に
遵守するもの

事業者コード J042 うまコレ　省エネ住宅ポイント事業
■事業者：株式会社ピコス　■問い合わせ先：うまコレ　省エネ住宅ポイント係

■ TEL：03-5261-5609　■ URL：http://umakore.jp/

佐賀県 伊万里牛のサーロインステーキ
250g×2枚

商品
コード B474S088UK 12,000 点

新潟県 魚沼産コシヒカリ30kg 
（5kg×6袋）

商品
コード B767S040UK 24,000 点

和歌山県 丸惣の紀州南高梅
「白干梅 自然もの」 500g

商品
コード B763S068UK 4,000 点

おいしいものが大好きな人のためのショッピングサイト「うまコレ」を運営しています。自然のおいしさを
大切に、大量生産は出来ないけれどこだわりのある地域産品を選んでご紹介。日本全国選りすぐりの商
品を産地から直接お届けします。

事業者コード J033 そごう・西武 省エネ住宅ポイント交換商品
■事業者：株式会社そごう・西武　■問い合わせ先：そごう・西武　省エネポイント交換事務局

■ TEL：0120-207-771　■ URL：http://www.sogo-seibu.co.jp/gaisho/

【三重県】松阪牛三昧4種5品セットA （松阪牛肩ロース、
バラ焼肉用×2品　他計4種　計1,560g）

商品
コード 711-617 50,000 点

【新潟県】魚沼産こしひかり
5kg×2セット

商品
コード 711-614 10,000 点

【北海道】札幌バルナバハム バラエティセット 
（ベーコン、肩ロース、焼豚等計9種　計1,640g）

商品
コード 711-603 10,000 点

商品の選定については、食品衛生法、JAS法の規格・基準、品質表示等の基準よりさらに厳しい基準を自
社で制定し選品を実施、各商品の品質管理も、商品ごとのカルテ等で事前に確認し、出荷前後点検等万
全の確認・点検態勢を敷いております。

事業者コード J034 大丸松坂屋百貨店の「地域産品」
■事業者：株式会社大丸松坂屋百貨店　■問い合わせ先：大丸松坂屋コールセンター

■ TEL：0120-27-9481　■ URL：http://dmdepart.jp/shouene-point/

【宮崎県】宮崎牛サーロインステーキ
200g×5枚

商品
コード 5402-898 30,000 点

【新潟県】雪蔵仕込みコシヒカリ
30kg （5kg×6袋）

商品
コード 5402-693 24,000 点

【福岡県】お得用辛子明太子 （くずれ子）
400g

商品
コード 5402-944 3,000 点

日本全国各地から、とっておきの名産品を取り揃えました。全国各地の作り手たちが丹精込めて育んだ
美味、こだわりの品々。いつもの食卓にあるとうれしい美味しさをお届けします。

事業者コード J035 ニッポンの美味いもの市場
■事業者：東栄産業株式会社　■問い合わせ先：東栄産業株式会社　ギフトカタログセンター

■ TEL：03-3803-6459　■ URL：http://www.toei-sangyo.jp

【新潟県】お米の横綱　魚沼産こしひかり
5kg×2

商品
コード 14760225 10,000 点

ブランド牛食べ比べ前沢牛 500g他 
（松阪牛500g、神戸牛500g、米沢牛500g、仙台牛500g）

商品
コード 14760295 60,000 点

【石川県】雪中貯蔵石川県産こしひかり
5kg×6

商品
コード 14760230 30,000 点

生産地・製造地域・原産地証明や食品営業許可証等の有無を基準に選定し商品の品質・安全確保に努め
ております。また商品表示の適正確保や参考上代と市場価格の調査等により表示の適正を確保してお
ります。

事業者コード J036 東急ハンズ 省エネ住宅ポイント事務局
■事業者：株式会社東急ハンズ　■問い合わせ先：東急ハンズ 省エネ住宅ポイント事務局

■ TEL：0120-515-542　■ URL：https://premium-shop.tokyu-hands.co.jp/shoenejutaku-points

【広島県】寺岡家の醤油 
有機濃口しょうゆ 500mL×5

商品
コード 82-656 5,000 点

【山形県】山形県庄内産つや姫特別栽培米
29kg （5kg×5袋、2kg×2袋）

商品
コード 82-621 30,000 点

【鹿児島県】薩摩揚げ詰め合わせ
42個 （棒天・ごぼう天他　全8種）

商品
コード 82-607 5,000 点

生活をより豊かにするための商品を各地から選びました。

事業者コード J037 東京中日企業地域特選品
■事業者：東京中日企業株式会社　■問い合わせ先：東京中日企業省エネ住宅ポイント係

■ TEL：03-6910-2559　■ URL：http://shoenejutaku-point.hanbai.jp/

【三重県】スギモト　松阪牛ステーキ　
サーロイン肉440g （計2枚） モモ肉450g

商品
コード 5408-306 20,000 点

【三重県】スギモト　松阪牛ステーキ
モモ肉 450g

商品
コード 5408-292 10,000 点

【京都府】京都府産　お米　こしひかり
10kg （5kg×2）

商品
コード 5408-110 7,000 点

食品衛生法等の関連法令及びガイドラインその他の自主規制機関の制定するルールに準じた商品売買
契約書にて書類締結。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 全 国 型 地 域 産 品

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し
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寄

事業者コード J048 全国地域産品SHOP
■事業者：株式会社　タマハシ　■問い合わせ先：ラ・パレット省エネ住宅ポイント事務局

■ TEL：0256-63-7744　■ URL：http://www.rakuten.co.jp/la8010/

新潟県産こしひかり 5kg×2 商品
コード TNK-10 10,000 点

昔ながらのしょうゆセット9P
 （天然醸造1L×5本、丸大豆1L×4本）

商品
コード TSY-50 5,000 点

川村翠香園銘茶詰合せ （やぶきた煎茶60g×2、
深むし煎茶80g×4、深むし強火煎茶80g×2）

商品
コード KS-102020 5,000 点

全国産地直送品等を主とする。品質安全性を担当者による確認を行い、必要に応じ現物を取り寄せ確
認。参考上代、下代、商品スペックを確認の後、市場価格と大きく価格差が無いこと。個別配送に関する
受発注、個人情報管理等に問題ないことを基準とする。

事業者コード J049 株式会社丸辰　省エネ住宅ポイント事業部
■事業者：株式会社　丸辰　■問い合わせ先：株式会社丸辰省エネ住宅カスタマーセンター

■ TEL：0120-088-265　■ URL：http://eco-marutatsu.com

【新潟県】魚沼産こしひかり
5kg×6セット

商品
コード 373-642 30,000 点

【三重県】松阪牛バラ焼肉用
300g×3箱

商品
コード 373-637 30,000 点

【兵庫県】神戸ビーフすきやき
肩ロース 500g

商品
コード 373-614 20,000 点

全国のこだわり商品アイテムを提供させていただきます。こだわりのお米・お肉などのグルメ商品から
地域の伝統商品迄、幅広く商品供給をさせていただきます。

事業者コード J050 株式会社マイルーム
■事業者：株式会社マイルーム　■問い合わせ先：マイルーム　ポイント窓口

■ TEL：0569-23-3399　■ URL：http://www.eco-point.jp/

【三重県産】松阪牛すきやきもも肉・ばら肉/
計500g

商品
コード 296102029 10,000 点

【新潟県魚沼 （十日町） 産】
こしひかり●5kg×2袋/計10kg

商品
コード 296102011 10,000 点

【北海道】トンデンファーム 生ハムと焼豚セット 
（生ハム3袋焼豚200gクラコウ170gハム120g）

商品
コード 296102003 5,000 点

（1）生産地・生産地域が確認できる商品 （2）商品の品質管理及び安定供給が可能であるもの。 （3）一
括表示ラベルで表記されているもの。 （4）上記（1）～（3）が整備されているもの。

事業者コード J051 名鉄百貨店省エネ住宅ポイント係
■事業者：株式会社　名鉄百貨店　■問い合わせ先：名鉄百貨店省エネ住宅ポイント係

■ TEL：0120-505-280　■ URL：http://www.e-meitetsu.com/mds/index.html

【三重県】松阪牛三昧肩ロース
300g×2箱など4種6品

商品
コード 1101-690 50,000 点

【新潟県】魚沼産こしひかり
5kg×6セット

商品
コード 1101-645 30,000 点

【愛知県】一愼 ひつまぶし・蒲焼詰合せ　うなぎ
蒲焼60g×3・刻みうなぎ50g×6・吸い地 （だし）

商品
コード 1101-629 10,000 点

「地域の名産品を皆様にご提供していきたい。」地域地消への取り組みを重要視し幅広い商品を選定い
たしました。

事業者コード J043 秀便 省エネ住宅ポイント
■事業者：富士フーズ株式会社　■問い合わせ先：富士フーズ株式会社

■ TEL：042-656-2211　■ URL：http://f-foods.co.jp/

【三重県・兵庫県・岩手県・山形県・宮城県】日本五
大ブランド牛食べ比べ　五種 各500g 計2.5Kg

商品
コード FF-099 60,000 点

神戸牛　バラ焼肉用 1,000g 商品
コード FF-006 24,000 点

北海道 乳蔵 オリジナルスイーツセット レアロール
2本、ケーキ2種、プリン・あいすプリン 各4個

商品
コード FF-041 12,000 点

「さらにおいしく!もっと便利に。」を企業理念にかかげ、全国約300の産地やメーカーと産直ネットワーク
を結び、全国の旨いものを日々ご家庭へお届けしております。弊社自慢のグルメ食材を是非お試し下さ
い。

事業者コード J044 MSD SHOP
■事業者：株式会社ミーティア・サラウンド・デザイン　■問い合わせ先：MSD SHOP

■ TEL：03-3527-9930　■ URL：http://www.msd-inc.jp

〆張りもち （角450g×10枚×2袋・
丸450g×10枚×2袋）

商品
コード msdj013 6,000 点

甲州ワインビーフ　サーロインステーキ
200g×3

商品
コード msdj020 13,000 点

南国製菓 水車亭芋けんぴ 1缶1.5Kg 商品
コード msdj074 4,400 点

弊社では各都道府県の地場で生産・製造された品物・製品を地域産品として提供します。 また、地場で
生産・製造等された商品を全国の皆様にお届けできるように常日頃より生産者と連絡を取り、より良い
状況で出荷できるように心がけております。

事業者コード J045 美味特鮮　全国型地域産品　お届け便
■事業者：三菱電機ライフサービス株式会社　■問い合わせ先：三菱電機ライフサービス東京支店　ストア課

■ TEL：03-3218-9171　■ URL：http://www.mdlife.co.jp/

【神奈川県】三浦三崎の漬け魚
5種80g×各1枚

商品
コード 324-613 5,000 点

【京都府】「京都モリタ屋」　丹波和牛コロッケ
80g×16個

商品
コード 324-633 3,000 点

【山形県】米澤紀伊國屋　ローストビーフ
280g

商品
コード 324-607 6,000 点

全国ネットワークを活かし地産地消としてこだわった商品をお届けします。また地域性のある生活雑貨
品も追加し幅広くご提供してまいります。

事業者コード J046 時計塔のある『 銀座・和光 』のセレクション
■事業者：株式会社和光　■問い合わせ先：和光お客様相談デスク

■ TEL：0120-775-031　■ URL：http://wako.enepo.jp/

【山形】〈WAKO〉米沢牛 ローストビーフ （ロー
ストビーフ300g、特製ソース150g） 計450g

商品
コード WA0009 12,000 点

【長崎】〈WAKO〉焼海苔・味付海苔詰合せ （焼
海苔:半切80枚、8切40枚、味付海苔:8切40枚）

商品
コード WA0069 12,000 点

【愛媛】〈WAKO〉オーガニックコットン タオル
セット【白】 （ハンド・フェイス・バスタオル各1）

商品
コード WA0059 11,000 点

銀座の街の中心に「和光」はあります。時計塔のある建物は銀座のシンボル的存在として知られ、時代と
ともにこの街の発展を見守ってきました。「和光カタログギフト」にも掲載している人気の品を含めて、
日本全国47都道府県から幅広くお品を取り揃えました。

事業者コード J047 京急百貨店　法人外商部
■事業者：株式会社京急百貨店　■問い合わせ先：京急百貨店省エネ住宅お客様センター

■ TEL：0120-27-9246　■ URL：http://www.keikyu-depart.com/

【新潟県】新潟県産　こしひかり　
20kg （10kg×2袋）

商品
コード 5405-544 14,000 点

【三重県】スギモト　松阪牛焼肉 （ロース450g、
肩ロース400g、モモ450g、バラ400g）

商品
コード 5405-846 50,000 点

【福岡県】福さ屋　無着色辛子明太子
個包装 480g （80g×6本）

商品
コード 5405-692 5,000 点

全国47都道府県各地において、生産または製造加工が行われている商品をお客様にご満足して頂ける
ように選定しております。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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事業者コード J057 日本のごちそうお取り寄せサイト
■事業者：イワタニアイコレクト株式会社　■問い合わせ先：イワタニアイコレクト株式会社

■ TEL：06-6261-7114　■ URL：http://www.iwatani-i-collect.com/ecopoint/

新潟　JA魚沼みなみ　南魚沼産コシヒカリ
5kg

商品
コード SH-016 4,500 点

静岡　雅水産　うなぎ静岡焼詰合せ
2尾　計240g

商品
コード SH-023 5,000 点

福岡　福さ屋　無着色辛子明太子　
200g

商品
コード SH-041 3,000 点

仕入れ担当者6名にて全国の地域産品を調査し、出荷体制・品質管理・工場点検にて問題のないメー
カー様の商品を仕入しております。また、商品管理を行うためのeBASEシステムを導入しデータベース
として一元管理を行っております。

事業者コード J058 中央市場のうまいもん
■事業者：有限会社キャンビー　■問い合わせ先：省エネ住宅ポイント担当

■ TEL：072-648-7114　■ URL：http://www.osakafu-chuouichiba.com/

【長崎県　名産】マグロ　大トロを含む赤身
約1キロのブロック （生冷蔵）

商品
コード 180 15,000 点

【京都府名物】　「村山造酢」の千鳥酢
1.8リットル×3本

商品
コード 148 6,000 点

【青森県名産】りんごジュース （果汁100%）
1リットル×6本

商品
コード 111 5,000 点

大阪府中央卸売市場の登録仲卸業者の目利きが自信をもっておすすめする全国各地の魚介類、果物
類、加工品などを、季節に合わせてお選びいただけるよう選定させていただきました。また、目利きが掘
り起こした各地の「ごちそう」も取りあげました。

事業者コード J059 エコdeお取り寄せ
■事業者：協園食品株式会社　■問い合わせ先：協園食品株式会社　エコ de お取り寄せ係

■ TEL：072-223-2928　■ URL：http://www.kyoen-foods.com/

【兵庫県】神戸南京町「皇蘭」
神戸牛肉まん 60g×24

商品
コード KEF-058 7,000 点

【三重県】松阪牛焼き肉　もも 400g 商品
コード KEF-051 10,000 点

【新潟県】雪蔵仕込み魚沼十日町こし
ひかり 5kg×2

商品
コード KEF-031 10,000 点

「美味しさ・安全性・安定供給できるもの」は大前提として、地域性を感じられるもの・作り手の熱（やる気・
想い）が感じられるものを選定しております。加えて、お届けの際の梱包形態等も考慮しております。

事業者コード J060 近鉄百貨店省エネ住宅ポイント係
■事業者：株式会社近鉄百貨店　■問い合わせ先：近鉄百貨店省エネ住宅ポイント係

■ TEL：0120-379-001　■ URL：http://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/special/eco-p/index.html

【新潟県】魚沼産こしひかり　
5kg×6セット

商品
コード 52-621 30,000 点

【福岡】やまや辛子明太子 900g 商品
コード 52-660 10,000 点

【三重県】松阪牛肩ロース 300g 商品
コード 52-637 9,000 点

自社の品質管理規程（品質表示マニュアル・食品衛生管理マニュアル）を基準にお客様の安心、安全を第
一に考え商品を選定致しました。

事業者コード J061 株式会社クイック　省エネ住宅ポイントサービス
■事業者：株式会社クイック　■問い合わせ先：株式会社クイック　省エネ住宅ポイント窓口

■ TEL：06-4800-3530　■ URL：http://quick-gift.jp/

【三重県】松阪牛三昧4種6品
総重量1,900g

商品
コード 9109-653 50,000 点

【新潟県】魚沼産こしひかり
5kg×6セット

商品
コード 9109-665 30,000 点

【北海道】ハム・ウィンナーセット
5種　総重量3,540g

商品
コード 9109-639 20,000 点

当社はこれまでも住宅エコポイントサービス・木材利用ポイントサービスにて、様々な地域産品をご提
供し、申請者様にご満足頂いております。

事業者コード J052 ユニーが選んだ地域の名産品
■事業者：ユニー株式会社　■問い合わせ先：ユニー住宅ポイント係

■ TEL：0570-550-890　■ URL：http://www.uny.co.jp/sp/jutakupoint/

【福岡】やまや辛子明太子 900g 商品
コード 1102-609 10,000 点

【新潟県】魚沼産こしひかり
5kg×2セット

商品
コード 1102-658 10,000 点

【三重県】松阪牛ステーキ
ロースステーキ 480g （約160g×3枚）

商品
コード 1102-662 20,000 点

「地域の名産品を皆様にご提供していきたい。」地域地消への取り組みを重要視し幅広い商品を選定い
たしました。

事業者コード J053 近江牛専門店松喜屋　店主が選んだこだわり市
■事業者：株式会社　松喜屋　■問い合わせ先：株式会社　松喜屋

■ TEL：077-534-1211　■ URL：http://www.matsukiya.net

近江牛　極上すき焼き・しゃぶしゃぶ 
（ロース410g）

商品
コード SPS-05 20,000 点

近江牛　特選すき焼き・しゃぶしゃぶ 
（ロース410g）

商品
コード SS-05 12,000 点

近江牛　特選あみ焼き 
（ロース410g）

商品
コード SA-05 12,000 点

（1）生産地・生産地域が確認できる商品 （2）商品の品質管理及び安定供給が可能であるもの。 （3）一
括表示ラベルで表記されているもの。 （4）上記（1）～（3）が整備されているもの。

事業者コード J054 省エネ住宅エコの食卓便
■事業者：株式会社ヨシハラ　■問い合わせ先：省エネ住宅エコの食卓便

■ TEL：0120-096-929　■ URL：http://www.syokutakubin.jp/

【佐賀県産】佐賀牛三昧　
（すきやき700g・焼肉700g） 計1,400g

商品
コード 448-646 20,000 点

【滋賀県産】近江牛三昧
（すきやき600g・焼肉600g） 計1,200g

商品
コード 448-630 20,000 点

【三重県産】松阪牛焼き肉　もも
1,200g

商品
コード 448-629 20,000 点

「豊かな食卓をサポート」食卓にならぶ1品を増やす為にお肉や海鮮を幅広く皆様にご案内いたします。
皆様に安心して食べていただけるよう品質管理にこだわりました。

事業者コード J055 株式会社アリエシステム　エコ&ナチュラル　まんねん
■事業者：株式会社アリエシステム　■問い合わせ先：株式会社アリエシステム　まんねん

■ TEL：06-6362-0720　■ URL：http://www.man-nen.jp/

ステンレス片手鍋18cmつや消し
3層鋼IH対応　柳宗理　新潟県

商品
コード YA-18 12,500 点

宮崎牛 ロースステーキ 宮崎牛ロース
150g×4

商品
コード F4302-R04 25,000 点

【京都西川】組ふとん TKD 真わた・
ローズラジカル6点セット カラー:アイボリー

商品
コード KN-9219669 98,000 点

当社では、国内で生産されている魅力ある商品を抜粋し、食品・生活用品・家電製品と幅広くご提供致し
ます。

事業者コード J056 老舗の逸品
■事業者：アリエリンクス株式会社　■問い合わせ先：アリエリンクスお客様窓口

■ TEL：06-6796-7366　■ URL：http://shinise-ippin.com/

【堺打刃物】堺孝行　文化包丁　三徳
165mm

商品
コード AK-8 8,000 点

利久の炭焼き牛たん　真空パック　
300g×5個セット　計1.5kg

商品
コード RK2 16,000 点

【北海道産】ゆめぴりか、ななつぼし 
（精米　計30kg）

商品
コード TK1 22,000 点

徹底した品質と納品管理が行える体制を整えていること。 国内産の材料を使った高品質な商品等、お
客様にとって満足を得られる商品であること。 ラベル貼付など、商品表示が的確に行えていること。 賞
味期限管理およびお客様への対応が十分可能なこと。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 全 国 型 地 域 産 品

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

37

事業者コード J067 『ベリー』いいもの特産品
■事業者：株式会社ベリー　■問い合わせ先：ベリー住宅ポイント交換商品事務局

■ TEL：072-929-2287　■ URL：http://www.very-inc.co.jp/jutakupoint

【新潟・福井・秋田・岩手県】銘柄米の食
べくらべセット （4種各5kg合計20kg）

商品
コード 2400-665 16,000 点

【和歌山県】南高梅の郷　JA紀州の南高梅食
べくらべセット （5種各500g合計2,500g）

商品
コード 2400-685 13,000 点

【岡山県】極上味付け海苔『あつむ爺さんこだわり
の味附のり〈6切8枚 （全形1.3枚分） 〉』　×50袋

商品
コード 2400-687 10,000 点

常に「安心・安全」を考えながら、美味しいと言って頂けるよう、生産者から消費者まで笑顔あふれること
を創造。生産者の想いとこだわりをお届けする『ベリー』いいもの特産品。

事業者コード J068 マックスヒルズ・省エネ住宅ポイント窓口
■事業者：株式会社マックスヒルズ　■問い合わせ先：株式会社マックスヒルズ省エネ住宅ポイント窓口

■ TEL：0120-99-5284　■ URL：http://www.maxhills.co.jp/shoene-points/

【三重県産】松阪牛　ロースステーキ 
200g×2枚/計 400g

商品
コード MH-J-0082 15,000 点

【新潟県】新潟県産 特別栽培米こしひ
かり 計10kg

商品
コード MH-J-0010 10,000 点

【北海道】札幌バルナバハム バラエティセット/
ベーコン・ホワイトミルクベーコン・他/計1.6kg

商品
コード MH-J-0005 11,000 点

（1）生産地・生産地域が確認できる商品 （2）商品の品質管理及び安定供給が可能であるもの。 （3）一
括表示ラベルで表記されているもの。 （4）上記（1）～（3）が整備されているもの。

事業者コード J069 MIYAZAKI全国グルメ便
■事業者：株式会社みやざき　■問い合わせ先：みやざきお客様センター

■ TEL：0120-058-122　■ URL：http://www.gift-miyazaki.jp/

【栃木県】那須千本松牧場プレミアムアイスクリーム 
（バニラ・ストロベリー・チョコレート×各2）

商品
コード MYS023 3,400 点

【奈良県】吉野吉田屋葛遊楽 （葛わらび餅、柿わらび餅、
くずもち場、くずきり、きな粉、黒糖蜜）

商品
コード MYS049 5,000 点

【神奈川県】横浜餃子 
（冷凍生餃子 17g×50個）

商品
コード MYS019 3,500 点

各都道府県で、生産・製造した物や、実店舗（本店）がある事。

事業者コード J070 エコで全国ウマい!のミカタ
■事業者：株式会社熊野七彩　■問い合わせ先：ウマい ! のミカタ交換係

■ TEL：090-1409-5373　■ URL：http://kumano731.jimdo.com

【和歌山県】紀州南高梅　
つぶれ梅　はちみつ 4kg

商品
コード JE-KS064 7,000 点

【和歌山県】紀州南高梅
つぶれ梅　しそ 4kg

商品
コード JE-KS065 7,000 点

【三重県】松阪牛ステーキ
もも 400g （約100g×4枚）

商品
コード JE-KS050 10,000 点

社長自らが製造と品質管理に携わる自社商品の紀州南高梅干しおよび梅干し加工品をはじめ、銘柄牛
や海産物、惣菜等の地域特産品は各地の仕入先とのネットワークを駆使し、緊密な商品情報の共有に
よって全国の「ウマい!」商品を選定しています。

事業者コード J062 エコdeギフト
■事業者：株式会社コージャル　■問い合わせ先：エコ de ギフト

■ TEL：06-6136-7552　■ URL：https://eco-gift.jp/

【和歌山県】南高梅の郷 JA紀州の南高梅食
べくらべセット （5種各500g合計2,500g）

商品
コード 2405-685 13,000 点

【新潟・福井・秋田・岩手県】銘柄米の食
べくらべセット （4種各5kg 合計20kg）

商品
コード 2405-665 16,000 点

【長崎県】『長崎県水産加工振興協会長賞』受賞の
さばみりんワイン漬け1,440g （120g×12枚）

商品
コード 2405-691 6,000 点

（1）産地は北海道から沖縄まで、こだわりの産地 （2）商品は常に安全の立場から生産しております。 
（3）重量、保存方法、産地を商品リストに記載しております。 （4）提供商品の採用基準:日本国内の生産
品であること。

事業者コード J063 全国から旬な食材をお取り寄せ!旨いもの市場
■事業者：情報工房株式会社　■問い合わせ先：情報工房株式会社

■ TEL：06-6101-8070　■ URL：http://shoene-jutaku-points.com/

【新潟・福井・秋田・岩手県】銘柄米の食
べくらべセット （4種各5kg合計20kg）

商品
コード 2404-665 16,000 点

【和歌山県】南高梅の郷　JA紀州の南高梅食
べくらべセット （5種各500g合計2,500g）

商品
コード 2404-685 13,000 点

【福岡県】手羽先めんたい 70g×10本 商品
コード 2404-688 5,000 点

美味しいお米が実る地方、みずみずしい野菜が収穫できる地方、海鮮に恵まれている地方。どの地方に
も独自の名産品があるのが、日本の素晴らしいところです。【全国から旬な食材をお取り寄せ!旨いもの
市場】は、全国の美味しい食材を皆様にお届けします。

事業者コード J064 ベルメゾンセレクトグルメ
■事業者：株式会社　千趣会　■問い合わせ先：株式会社千趣会　省エネ住宅ポイント交換窓口

■ TEL：03-5475-8566　■ URL：http://www.senshukai.co.jp/main/houjin/jutaku-point

博多漁師茶漬け （5人前） 〈鯛茶漬け30g×2袋、
さば茶漬け30g×2袋、あじ茶漬け30g×1袋〉

商品
コード A070 3,200 点

ゆら鯛塩釜 （大） 　〈真鯛1.3kg〉 商品
コード A044 10,800 点

草加せんべい詰合せ　〈醤油・胡麻×各12枚、あお
さ・辛子・抹茶・海苔巻き×各6枚〉総重量約900g

商品
コード A089 3,700 点

その土地でなければ、なかなか味わうことができないおいしさ!北は北海道、南は九州・沖縄まで日本全
国津々浦々の「美味自慢」を揃えました。 忘れることができないふるさとの味、まだ行ったこと・食べたこ
とのない47都道府県のグルメをご堪能ください。

事業者コード J065 大和リゾート省エネ住宅ポイント交換商品事務局
■事業者：大和リゾート株式会社　■問い合わせ先：大和リゾート省エネ住宅ポイント事務局

■ TEL：0120-622-972　■ URL：http://www.daiwaresort.jp/koukan/

【山形県】米沢牛　すきやき用 （もも）
550g

商品
コード 86-617 10,000 点

【三重県】松阪牛バラ焼肉用
300g×3箱

商品
コード 86-606 30,000 点

【新潟県】魚沼産こしひかり
30kg （5kg×6袋）

商品
コード 86-601 30,000 点

「地域の名産品を皆様にご提供していきたい。」地域地消への取り組みを重要視し幅広い商品を選定い
たしました。

事業者コード J066 生鮮卸売市場
■事業者：株式会社プロマート　■問い合わせ先：お客様窓口

■ TEL：06-6796-7377　■ URL：http://promart.jp/

【長崎県産】とらふぐフルコースセット
（薄造り・鍋　計約460g）

商品
コード MT-1 10,000 点

静岡県産 金目鯛　2尾 約3kg 商品
コード PM-12 16,000 点

最高級 米沢牛 サーロインステーキ　3枚
計約540g

商品
コード EN31 22,000 点

徹底した品質と納品管理が行える体制を整えていること。 国内産の材料を使った高品質な商品等、お
客様にとって満足を得られる商品であること。 ラベル貼付など、商品表示が的確に行えていること。 賞
味期限管理およびお客様への対応が十分可能なこと。
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事業者コード M005 三陸宮古復興市場ウェブショップ
■事業者：工藤ディーゼル自動車工業株式会社 EC 事業部　■問い合わせ先：三陸宮古復興市場ウェブショップ

■ TEL：0197-72-8987　■ URL：http://www.miyakomall.jp

川秀のいくら : 総量約500g 商品
コード mm137 6,000 点

【浜より直送】岩手県産　
殻つき活ホタテ （養殖） : 約3kg

商品
コード aj120 6,000 点

いわて宮古の海プリン :
90g×12個入り

商品
コード aj15 3,500 点

弊社は平成23年に宮古市から「復興支援物産販売拡大業務」を委託され、現在に至っております。市の
委託事業が始まりですので、確実に岩手県宮古産の逸品を提供することが可能です。

事業者コード M006 さぁ、感動を探しに　三陸とれたて市場 

■事業者：有限会社三陸とれたて市場　■問い合わせ先：有限会社　三陸とれたて市場

■ TEL：0192-44-3486　■ URL：http://eco-items.com

漁師直伝　三陸煮だこ 2kg分 商品
コード T2 6,000 点

とれたて地魚の厳選ひもの （例　かれい・
たら等 1kg以上） 詰め合わせ　Bコース

商品
コード H2 6,000 点

三陸復興 朝揚げ魚介の詰め合わせ 
（例　時鮭・真鱒等 1.0kg～） Bコース

商品
コード A2 6,000 点

東北地方でのみ製造、水揚げ等をした商品のみを取り扱い、安心・安全な商品を提供できるよう製造業
者と協力をして品質管理の注意をしています。

事業者コード M007 東北の逸品をお取り寄せ
■事業者：株式会社ホップス　■問い合わせ先：株式会社ホップス / まがりや .net

■ TEL：019-656-4042　■ URL：http://www.magariya.net/

久慈ファーム　三元豚佐助しゃぶしゃぶ （800g・
ポン酢200mL） &ハム7点 （1,300g） セット

商品
コード ju006-1319 10,500 点

[岩手県]北のこだわる調理人の
ハンバーグ4種　120g×各2個

商品
コード ju096-0002 5,000 点

及川農園 梅干し/小梅 
梅 800g しそ 100g

商品
コード ju003-1588 6,400 点

当社は岩手県盛岡市に拠点を置き、被災地・岩手を中心とした東北の逸品を販売しているネットショッピ
ングサイトを運営しております。

事業者コード M008 省エネ住宅ポイントショップむろねっと
■事業者：室根総合開発株式会社　■問い合わせ先：室根総合開発株式会社

■ TEL：0191-64-3888　■ URL：http://www.muronet.co.jp

いわて蔵ビール 330mL×24本セット 商品
コード MKB1 13,500 点

いわいどりの焼肉宴席 2kg入り 商品
コード MY1 5,000 点

気仙沼ホルモン3点セット （みそ、ピリ
辛、しお） 各500g×3パック （冷凍）

商品
コード KH1 4,500 点

当社は岩手県にある第3セクターです。産地直売所とネットショップを運営しているので岩手県内外の
商品を提供可能です。

事業者コード M009 いわて純情ギフト（選べるギフト）
■事業者：株式会社 A コープ北東北　■問い合わせ先：いわて純情ギフト事務局

■ TEL：0120-99-6670　■ URL：http://www.a-coop.jp/

いわて牛サーロインステーキ　計約540g 
（約180g×3枚） ステーキソース 約120mL付き

商品
コード A-03 9,500 点

食味値ひとめぼれ 10kg 商品
コード B-11 5,500 点

のむヨーグルト 720mL×1本　果汁100%
ジュース （林檎・葡萄各 720mL×1本） セット

商品
コード C-20 3,500 点

弊社は、青森、岩手、秋田に生活関連事業を総合的に展開するJA全農 グループです。安全・安心で新鮮
な国産農畜産物にこだわり提供し、地域の暮らしに貢献しています。

被 災 地 産 品

事業者コード M001 あおもり自慢　産直SHOP
■事業者：株式会社あおもり北彩館　■問い合わせ先：（株）あおもり北彩館　三内丸山店

■ TEL：017-766-4261　■ URL：http://www.hokusaikan.com

アップルクーヘン （約450g×2個入） 商品
コード AM17 2,900 点

おいらせ黒にんにくセット （L3珠、角カップ
100g、お試し2片パック5袋） 計約373g

商品
コード AM22 4,100 点

レンジでポン炭火焼魚セット （さば・しまほっけ・
いか・かれい・さけ） 　計10パック約1,120g

商品
コード AM13 4,300 点

弊社は、青森県産品の質的向上改良、販路の拡大、商取引の増進を図るための各種事業を展開しており
ます。

事業者コード M002 東北のうまいものをお取り寄せ 

■事業者：株式会社さくら野百貨店　■問い合わせ先：さくら野百貨店省エネ住宅ポイント担当

■ TEL：017-723-5280　■ URL：http://sakurano-dept.jp/

【岩手・花巻産】花巻ひとめぼれ　10kg 商品
コード 056 5,000 点

【岩手・中村家】岩手丸 （いくら・ほたて・
うに・あわびの醤油漬） 400g

商品
コード 014 5,000 点

【岩手・前沢牛オガタ】前沢牛焼肉セット　モモ
焼肉用250g、霜降焼肉用250g、タレ100mL

商品
コード 024 11,000 点

弊社の実店舗が八戸・北上店にあり実際に被災地にあります。また、本社が青森にあり、これまでも被災
地域の産地様と長いお付き合いをさせていただき、地域のお客様、産地様の為に尽力してまいりまし
た。

事業者コード M003 岩手県産株式会社「省エネ住宅ポイント」特別版
■事業者：岩手県産株式会社　■問い合わせ先：岩手県産株式会社　大阪営業所

■ TEL：06-6348-9515　■ URL：http://eco-items.com

黄金海寿漬 （いくら、あわび、数の子他の
海鮮珍味） 530g

商品
コード 1 6,000 点

前沢牛ハンバーグ　8個入 
（約1.2kg）

商品
コード 10 7,000 点

ぴょんぴょん舎　盛岡冷麺　4食入 商品
コード 4 3,000 点

当社は岩手県唯一の産地問屋として昭和39年に設立しました。「がんばるぞ!岩手」をスローガンに、素
材にこだわった旨い「いわて」の産直品を多数取り揃えております。

事業者コード M004 「いわちく」がお届け、いわてのおいしい食肉館
■事業者：株式会社岩手畜産流通センター　■問い合わせ先：いわちく　省エネ住宅ポイント事務局

■ TEL：019-676-4600　■ URL：http://www.iwachiku.co.jp

いわて牛サーロインステーキ
 （5枚入、1,000g、ステーキソース120g）

商品
コード e-70532 18,000 点

いわて牛　焼肉もも・ばらミックス 
（600g・焼肉のたれ“讃 （中辛） ”210g）

商品
コード e-70541 6,000 点

JAS上級あらびきウインナー 
（1,000g）

商品
コード e-70175 2,800 点

全国でも有数の畜産県・岩手。広大な大地でたくさんの牛・豚が育てられています。当社は、ここから生
まれた高品質な食肉をお客様に届けつづけて50年。最新の設備と高度な衛生体系を導入し“岩手発の
本当のおいしさ”をお届けします。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
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▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 被 災 地 産 品

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。39

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4～5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

寄

事業者コード M015 「伊達の牛たん本舗」～仙台～牛たん専門店
■事業者：株式会社伊達の牛たん本舗　■問い合わせ先：（株）伊達の牛たん本舗

■ TEL：022-722-5225　■ URL：http://eco-items.com

厚切り芯たん塩仕込み 390g 商品
コード ES-3 4,700 点

牛たん詰合せ （塩味/味噌味/厚切り芯
塩味/いぶり胡椒香味/薄切り） 990g

商品
コード RSMSPE-1 11,000 点

牛たん塩仕込み 300g 商品
コード RS-3b 4,200 点

当社は、仙台を代表する牛たん専門店の一つです。平成3年に創業し、本場の味わいを全国の皆様にお
届けできるようお土産品の販売からスタートしました。仙台の工場で製造し、仙台市内にレストランを9
店舗、JR仙台駅や市内百貨店等に売店を展開しています。

事業者コード M016 宮城県石巻のお店です（^^）愛情たらこのみなと
■事業者：湊水産株式会社　■問い合わせ先：湊水産株式会社

■ TEL：0225-96-8235　■ URL：http://eco-items.com

開けた瞬間がたまらない!
極上2kg木樽★愛情たらこ （無着色）

商品
コード 4001 13,000 点

楽しめる☆たらこと明太子セット 
（どちらも無着色） 500g

商品
コード 4006 5,000 点

喜んで頂きたい贈り物★
みなとの魚卵セット （小） 風呂敷包み

商品
コード 4003 5,000 点

当社は宮城県石巻市で、機械に頼らず手漬けにこだわり、創業以来たらこ一筋「たらこ専門店」として頑
張っています。

事業者コード M017 宮城うまいものSHOP
■事業者：有限会社森昭　■問い合わせ先：有限会社森昭 発送担当

■ TEL：0224-26-2327　■ URL：http://www.misoya.jp/

万能つゆ 1.8L 6本入り 商品
コード 1054 10,000 点

宮城県産大豆使用 仙台味噌　
こだわり 5kg

商品
コード 1002 5,000 点

宮城県産大豆使用 吟醸白糀味噌　
5kg

商品
コード 1006 5,000 点

当社は宮城県にある食品製造業者です。地元の原材料を中心に製造しております。

事業者コード M018 仙台発祥『牛たん炭焼 利久』
■事業者：株式会社利久　■問い合わせ先：牛たん炭焼利久業務

■ TEL：0223-29-3448　■ URL：http://www.rikyu-gyutan.co.jp/

『宮城　利久』　
牛たん真空パック 150g

商品
コード x1 1,900 点

『宮城　利久』　牛たんカレー 300g 商品
コード x9 1,400 点

『宮城　利久』　
ペッパータンソフトスライス 100g

商品
コード x3 1,200 点

弊社は、宮城県岩沼市に本社及び工場がある創業以来の牛たん専門店です。仙台の食文化である牛た
んを、多くの方に広める努力をしてまいりました。現在は宮城県内26店舗・宮城県外19店舗を展開して
おります。

事業者コード M010 うまい!三陸　気仙沼お魚いちば 

■事業者：株式会社阿部長商店　■問い合わせ先：お客さまサポートセンター

■ TEL：0226-21-5225　■ URL：http://eco-items.com

気仙沼港水揚げ お刺身セット　
松 （約1.2kg）

商品
コード ec-17 10,000 点

亀洋丸一本釣り　冷凍戻りカツオ 
刺身用ロイン　4筋 約1.3kg

商品
コード ec-10 5,000 点

三陸産　特特印　極上味付いくら　
たっぷり 約1kg

商品
コード ec-80 13,000 点

気仙沼が本社の水産会社です。 三陸の海の恵みを活かした美味しい商品を全国の食卓にお届けいたし
ます。

事業者コード M011 四季-新茶の香り　お茶の井ヶ田
■事業者：井ヶ田製茶株式会社　■問い合わせ先：お茶の井ヶ田　お客様窓口

■ TEL：0120-014-123　■ URL：http://eco-items.com

生クリーム大福 （抹茶・生クリーム・ずんだ・
ほうじ茶） 20個 （約1,050g） 詰合せ

商品
コード 988-0190 4,000 点

「古都」高級煎茶200gと高級玉露100g 
（総重量887g） の詰合せギフト

商品
コード 985-0014 13,000 点

大福 （抹茶） 20個入とどら焼き （抹茶）
10個入 （約1,795g） のセット

商品
コード 988-0105 6,000 点

当社は宮城県仙台市にあります、大正9年創業のお茶屋になります。指定茶園で大切に育てたお茶をは
じめお茶屋のこだわりと独自の製法で身体にもやさしい風味豊かなお菓子を皆様にお届けしておりま
す。

事業者コード M012 一般社団法人　石巻元気復興センター 

■事業者：一般社団法人 石巻元気復興センター　■問い合わせ先：一般社団法人 石巻元気復興センター

■ TEL：0225-96-5557　■ URL：http://ishinomakinet.com/genki/

さば味噌煮・さば生姜煮、絆おでん
各5袋　計15袋セット 約3.5kg

商品
コード GENK-16 6,000 点

石巻復興商品「石巻自慢の切り身セット」 （6種） 温める
だけで手軽に海の幸が堪能できる詰合わせセット 1.6kg

商品
コード GENK-10 4,200 点

石巻復興商品「元気復興セット」笹かまぼこ、牡蠣
味噌、さんまこぶ巻等の10点セット 約2.7kg

商品
コード GENK-12 6,800 点

東日本大震災にて壊滅的な被害を受けた宮城県石巻市。設備・建物の被害があまりにも大きい事から、
震災から4年経過してもなかなか復興できない水産加工会社等の食品製造業の現在出荷できる商品を
中心に販売し、復興支援をさせていただいております。

事業者コード M013 おいしさ、楽しく　仙台笹かまぼこの鐘崎
■事業者：株式会社鐘崎　■問い合わせ先：鐘崎　お客様相談室

■ TEL：0120-535-161　■ URL：http://eco-items.com

笹かまぼこ大漁旗5枚包 450g 商品
コード 17050 3,000 点

笹かまぼこ詰合せ （大漁小町6枚、
笹かまぼこ9枚、鐘崎揚げ6枚） 915g

商品
コード 63351 5,000 点

牛たんかねざき　炭火焼牛たん詰合せ
 （炭火焼牛たん （塩味・味噌味） 各2袋） 240g

商品
コード 96633 5,000 点

創業68年、かまぼこの鐘崎は仙台名物「笹かまぼこ」の老舗として本場の味わいをお届けしてまいりま
した。保存料を使用せず、魚本来の旨み・風味が生きた、肉厚で“ぷっくら”した食感の笹かまぼこをどう
ぞお楽しみください。

事業者コード M014 笹かまぼこ・あげかまの「蒲鉾本舗　高政」
■事業者：株式会社 髙政　■問い合わせ先：株式会社 高政

■ TEL：0120-33-2854　■ URL：http://www.takamasa.net/

あげかま詰合せ （たかまさ・ごもく・
えび・かいばしら 各80g×各3枚）

商品
コード EAT-12 2,100 点

笹かまぼこ詰合せ
（吉次・石持 各60g×各8枚）

商品
コード EST-16 3,400 点

蒲鉾詰合せ （吉次・石持・蔵王計10枚、あげかま4
種類計6枚、御膳蒲鉾2本、淡雪チーズ、絹こがね）

商品
コード EC-1 5,000 点

当社は宮城県の女川町の水産加工会社です。地震被害はありましたが、新工場を建設し業務を再開しま
した。素材の旨みを最大限に引き出す蒲鉾づくりを行っております。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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事業者コード M024 白河高原清流豚、福島牛、会津地鶏
■事業者：有限会社肉の秋元本店　■問い合わせ先：（有）肉の秋元本店

■ TEL：0248-46-2350　■ URL：http://www.nikunoakimoto.jp/

白河高原清流豚　味噌漬け
約100g×8枚詰合せ

商品
コード A001 5,000 点

白河高原清流豚　焼肉4種類
総量1,700g　詰合せ

商品
コード A002 6,000 点

福島県の牛・豚　3種類
総量1,400gごちそう詰合せ

商品
コード A003 18,000 点

当社は福島県白河市で「白河高原清流豚」を生産、加工、販売を行っている。白河市農産物ブランド認証
産品第1号に認証されており、福島県の農産物振興の為に尽力をしてきた。また、福島牛、会津地鶏の販
売店にも認定されており、福島県の畜肉を提供できる。

事業者コード M025 福島県酒類卸株式会社省エネ住宅ポイント事業
■事業者：福島県酒類卸株式会社　■問い合わせ先：福島県酒類卸株式会社

■ TEL：024-545-8010　■ URL：http://www.fukushima-kensakeoroshi.co.jp/

ふくしまの地酒飲みくらべセット 
（500mL×6本）

商品
コード FU-24 3,900 点

純米吟醸 夢酔月 無濾過一回火入れ 
（720mL×6本）

商品
コード FU-25 8,600 点

ピーチリキュール桃の涙 
（500mL×12本）

商品
コード FU-18 16,500 点

当社は、福島県福島市に本社、県内に5つの支店がある酒類・食品卸業で、「信用」「信頼」・食の「安全」「安
心」「健康」を第一に、福島県の地酒を主に販売し、地域に密着した卸売業を目指して参りました。

事業者コード M026 がんばってます!福島　WEB特産市
■事業者：一般社団法人福島市観光コンベンション協会　■問い合わせ先：一般社団法人福島市観光コンベンション協会

■ TEL：024-531-6432　■ URL：http://www.ganba-fukushima-tokusan.jp/

国産大豆・国産米使用の蔵出し味噌 
（約4kg）

商品
コード F6 2,800 点

油を使わない手延べ製法の手づくり
麺詰め合わせ （内容量約1.5kg）

商品
コード F3 5,500 点

商品
コード

当協会は福島市の観光協会で、以前より福島市の物産品の販売・PRを行ってまいりました。現在も物産
展やWEBショップで販売を行っております。

事業者コード M027 負けるな福島!応援ネットショップ福島屋商店
■事業者：NPO 法人プロジェクト福島屋商店　■問い合わせ先：ネットショップ福島屋商店

■ TEL：024-991-5012　■ URL：http://www.fukushimaya-shoten.jp

こだわりの『福島牛』サーロインステーキ 
（200g×4枚）

商品
コード 0100 13,100 点

末廣 大吟醸 玄宰 （1.8L×1本） 商品
コード 0102 11,800 点

会津・旬の野菜詰め合わせ 
（旬の野菜を8種類以上）

商品
コード sizen 4,200 点

福島屋商店では、東日本大震災、それに伴う原発事故から立ち上がろうとする福島県を応援するために
福島県産品だけを取り扱っております。

事業者コード M028 カガミクリスタル株式会社
■事業者：カガミクリスタル株式会社　■問い合わせ先：カガミクリスタル省エネ住宅ポイント交換商品係

■ TEL：0297-64-7111　■ URL：http://www.kagami.jp/

「カガミクリスタル」〈麻の葉に矢来重紋〉
ペアタンブラー赤色と青色各250cc

商品
コード 2939 22,800 点

「カガミクリスタル」〈笹っ葉に斜め格子紋〉
ペア冷酒グラス赤色と青色各120cc

商品
コード 2406 12,000 点

「カガミクリスタル」〈七宝に星紋〉半酒
器揃い青色杯90cc 徳利230cc

商品
コード BPS170-893 39,000 点

昭和9年、東京大田区蒲田で創業したカガミクリスタルは平成2年に茨城県龍ケ崎市に本社・工場を移転
しました。平成9年には茨城県郷土工芸品に指定され、自然に恵まれた環境の中、若手職人が技術を継
承しています。

事業者コード M019 旅する気分でおうちで楽しむ「東北逸品モノ語り」
■事業者：株式会社 JTB 東北　■問い合わせ先：お客様商品相談デスク

■ TEL：0120-660-881　■ URL：http://tabiippin.enepo.jp/

【スタイリッシュな家具】クリの丸いす 
〈ナチュラル〉  （約径26×高さ50cm）

商品
コード JY103 24,000 点

【素敵な木の器】メープル　ペア8個セット （ナチュ
ラル） 　カップ2サイズ 各2&プレート2サイズ 各2

商品
コード JY076 20,000 点

【すぐれた環境が育む】
前沢牛 すき焼き用 （肩肉650g）

商品
コード JY017 15,000 点

地域と共に歩んできた旅行会社として、“旅のプロ”の目線から東北の特産品を中心に選びました。東北
を旅したときにめぐり合った「食」や「工芸品」などを、家族みんなでご自宅で楽しめるようなラインアップ
をご用意いたしました!

事業者コード M020 ☆米処うつくしま☆みちのくおすすめ特産品
■事業者：株式会社安藤米穀店　■問い合わせ先：（株）安藤米穀店 省エネ住宅ポイント事業部

■ TEL：0247-82-0166　■ URL：http://www.komedokoro.com

【福島県本宮工場製造】アサヒスーパードライ
生ビール 350mL缶×24本 2箱 （計48本）

商品
コード 0061 11,500 点

『匠のセット田村G』ミルキークィーン&
ひとめぼれ&コシヒカリ&銀米工房 各5kg

商品
コード KTMKHG-20 10,000 点

『匠のセットS』田村チヨニシキ5kg&
田村ひとめぼれ5kg&田村コシヒカリ5kg

商品
コード KTTKH-15 8,000 点

当社は、福島県田村市にある米穀、酒、食品を中心に店舗での小売、インターネットによる通販を通じて
福島県の農産物、地元産品の振興に尽力してまいりました。「メイドイン福島」の逸品をご提供いたしま
す。

事業者コード M021 地方の逸品を産地直送にてお届け「ふるさとマルシェ」 

■事業者：株式会社いわきテレワークセンター　■問い合わせ先：㈱いわきテレワークセンター　ふるさとマルシェ部

■ TEL：0246-35-1635　■ URL：http://www.furusatomarche.com/

3日間分防災グッズ12点 （ふるさとマルシェ
安心サバイバルA） 非常食+11種　計12個入

商品
コード FMS015e 7,000 点

喜多方　老舗製麺所　朝日屋　麺道楽8食入り 
（生麺・スープ・チャーシューブロック・メンマ） ×2セット

商品
コード AHC005e 7,000 点

山口合名会社　会州一　純米酒　
1,800mL×6本

商品
コード KIN018e 16,000 点

当社は福島県いわき市に所在し、福島県を中心とした地方の隠れた逸品を厳選販売、六次化を軸とした
独自企画をするほか、全国各地の催しに積極的に出店するなど尽力してきました。

事業者コード M022 ★カニしゃぶブームの火付け役★釜庄
■事業者：株式会社釜庄　■問い合わせ先：釜庄 ポイント商品交換係

■ TEL：0120-01-3737　■ URL：http://eco-items.com

タラバガニ・ズワイガニかにしゃぶ
食べ比べセット 計1kg

商品
コード S014 10,000 点

【福島工場製造】アサヒスーパードライ
生ビール 350mL缶×48本セット

商品
コード S107 12,500 点

和の鉄人・道場六三郎プロデュース　
フードプロセッサー『マスターカット』

商品
コード S122 20,000 点

創業1827年以来、地元福島県いわき市小名浜に根ざした商売を長年続けてまいりました。自社製造品
の展開は元より、県産品や県内加工品を扱う取引先との深い繋がりがございます。地方の小さい会社な
がら、通信販売でも15年間の全国発送実績があります。

事業者コード M023 喜多方市アンテナショップ　「愛土”屋　あいづや」
■事業者：株式会社しんたに　■問い合わせ先：株式会社しんたに

■ TEL：0241-23-2411　■ URL：http://www.fresh-shintani.net

『宮城が誇る』　復興支援・石巻宮城!
牛タンつくね　20本入 （1本40g）

商品
コード 00058 2,600 点

毎日の食卓に!会津喜多方産　
コシヒカリ　セット （精米5kg+玄米2kg）

商品
コード 00007 5,200 点

季節の野菜を食卓に!会津喜多方産おすそわけ直送便 
（約10kg入） 福島の季節の野菜10品目詰め合わせ

商品
コード 00008 3,500 点

弊社は喜多方市で地元野菜と地酒を中心とした「オール会津喜多方」の商品を販売しております。震災
前は首都圏に喜多方市のアンテナショップの運営も行っておりました。安心・安全で魅力ある会津地方の

「こだわりの逸品」を販売しております。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
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●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4～5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

寄

事業者コード M034 栃木県観光物産協会おすすめ“とちぎの味と技”
■事業者：公益社団法人栃木県観光物産協会　■問い合わせ先：公益社団法人栃木県観光物産協会 物産課

■ TEL：028-623-3857　■ URL：http://www.tochigiji.or.jp/

「とちぎ和牛」肩ロース焼肉用 500g・
しゃぶしゃぶ用 500gセット （冷凍）

商品
コード M-20 12,000 点

栃木県産　特別栽培米こしひかり 
30kgセット （5kg×6袋）

商品
コード M-09 19,200 点

那須高原手づくりキングハム11種詰合せ （ロースハ
ム・ステーキカット、カーブフランク等） 重量2.8kg

商品
コード M-13 15,000 点

栃木県観光物産協会は、「とちびより」（JR宇都宮駅ビル内）と「おいでよ!とちぎ館」（栃木県庁近く）の県
内アンテナショップを運営しており、栃木県全域のおみやげ品等を販売しております。

事業者コード M035 栃木のお取り寄せ&贈り物　トチギフト
■事業者：株式会社ファーマーズ・フォレスト　■問い合わせ先：株式会社ファーマーズ・フォレスト

■ TEL：028-665-8800　■ URL：http://www.tochigift.com/

宇都宮クラフトビール　栃木で人気のご当地
ビール10本セット （330mL×10本）

商品
コード F-0002 6,500 点

餃子舗　宇都宮みんみん冷凍生餃子
15人前 （30個入り×3箱・たれ付）

商品
コード F-0001 5,500 点

山久　とちぎ和牛サーロインステーキ 
（A5等級 250g×2枚）

商品
コード F-0003 16,500 点

栃木県の商品を集めたカタログを制作し、掲載商品の中でも被災地に選定されている地域の商品のみ
選択しています。

事業者コード M036 被災地産品
■事業者：株式会社もてぎプラザ　■問い合わせ先：道の駅もてぎ

■ TEL：0285-63-5671　■ URL：http://www.motegiplaza.com/

もてぎのブルーベリーで作ったブルー
ベリージュース 360mL×6本 （5.4kg）

商品
コード motegi25 7,500 点

道の駅もてぎの手作りカップアイス
4種類詰合せ 100g×8個800g入

商品
コード motegi20 4,000 点

手づくり工房調味料ゆずポン塩だれ210g ゆず
ポン酢230g ブルーベリー酢220g 各2本詰合せ

商品
コード motegi23 4,000 点

当社は栃木県茂木町にある道の駅で、地場農産物や地域商店の商品の販売、また地場農産物を使用し
た食料品加工品の開発製造に取り組んできました。

事業者コード M037 千葉県の観光情報の周知及び物産の販売
■事業者：公益社団法人千葉県観光物産協会　■問い合わせ先：公益社団法人千葉県観光物産協会物産振興課

■ TEL：043-227-8022　■ URL：http://maruchiba.jp/

千葉正上やき蛤、あさり串詰め合わせ
（2種31袋入り総重量約800g）

商品
コード C010 6,000 点

小山田商店の最高級千葉半立落花生
詰合せ （7種11袋） （総重量約2,200g）

商品
コード c040 9,900 点

清本園のピーナツペースト2種6本セット
（総重量約1,380g）

商品
コード C025 6,500 点

当協会は千葉県にある公益社団法人で、これまでも千葉県産品の普及促進に尽力してきました。

事業者コード M029 手作り家具　頑固おやじ
■事業者：株式会社駿河屋　■問い合わせ先：頑固おやじ

■ TEL：029-241-2931　■ URL：http://eco-items.com

チェスト　アルダー　
W750×D400×H910 （ミリ）

商品
コード J27 75,000 点

ウォールナットのこたつ 
W1,350×D800×H380 （ミリ）

商品
コード T1 150,000 点

日本のひのきで作った炭入りベッド　
W1,020×D2,100×H300 （ミリ）

商品
コード J04 75,000 点

当社は茨城県水戸市で30年に渡り家具の販売を行ってまいりました。これまでにも地元で育ったヒノ
キや、宮城県、岩手県で育った栗の木を使って作った家具を扱ってきました。東北で育った貴重な材料を
使って、次の代まで使える家具をご提案します。

事業者コード M030 わが家の平和と希望のモニュメント
■事業者：株式会社綜合美術工房　■問い合わせ先：わが家のモニュメント

■ TEL：0296-75-1550　■ URL：http://www.asahi-net.or.jp/~tq3m-asg/newpage2.htm

青糠目石　卓上モニュメント 平和を呼ぶ
獅子の彫刻　 ブルーグレー （白） 約1.1kg

商品
コード M1 11,000 点

いらっしゃいませネコ石材彫刻 青糠目
石　ブルーグレー （白っぽい） 18kg

商品
コード M2 100,000 点

御影石のふくろう 勉学と幸福のシン
ボルふくろう （白～灰） 約44kg

商品
コード M3 53,000 点

当社は茨城県桜川市に本社、工房があります。これまで地域の石材業の繁栄拡大のため、石文化の普及
のため尽力してきました。羽黒石材商工業協同組合の理事としても尽力し、また復興モニュメントも県と
北茨城市に制作させていただきました。

事業者コード M031 宇都宮餃子会の地方発送
■事業者：協同組合 宇都宮餃子会　■問い合わせ先：協同組合 宇都宮餃子会

■ TEL：028-633-0634　■ URL：http://www.gyozakai.com

協同組合宇都宮餃子会直営店「来らっせ」にて取り扱っている冷凍生餃子
を地方発送致します。詳細はホームページかお電話にてご確認ください。
連絡先は上記を参照ください。

当組合は栃木県宇都宮市にある餃子の協同組合でこれまでも栃木県や宇都宮市とともに復興支援事
業や風評被害対策（観光客誘致キャンペーン）などに尽力しております。

事業者コード M032 おやまブランドSHOP☆道の駅思川
■事業者：株式会社小山ブランド思川　■問い合わせ先：道の駅思川

■ TEL：0285-38-0201　■ URL：http://www.michinoekiomoigawa.co.jp

最高【A5】ランク おやま和牛詰合せ
2,000g （サーロインステーキ他3種）

商品
コード 380201-1 22,000 点

おやまの地酒統一ブランド「小山評定」
3本セット （純米吟醸酒720mL×各1本）

商品
コード 380201-9 7,000 点

小山ブランド米 「生井っ子」精米 10kg 商品
コード 380201-2 6,600 点

道の駅思川は、おやまブランドの創生と発信、地産地消等をコンセプトに平成18年オープンした年間
160万人が訪れる小山市の施設であり、地域産品提供事業者として「おやま和牛」他、被災地産品をとり
まとめ提供いたします。

事業者コード M033 最高級黒毛和牛『大田原牛』専門　大田原 牛超
■事業者：株式会社牛超 BMS12YOSHIKI　■問い合わせ先：ポイント交換商品担当者

■ TEL：0287-24-0909　■ URL：http://www.otawaragyu.com/

大田原牛 吟撰おまかせ焼肉用 500g 商品
コード YK-1 10,000 点

大田原牛100%　生ハンバーグ2枚セット 
（175g×2パック、ガーリックソース45mL付）

商品
コード NH-22 3,000 点

大田原牛　〈上〉ロースステーキ2枚セット 
（150g×2枚、ガーリックソース45mL付）

商品
コード R-12 12,000 点

栃木県大田原市に本店を置き、創業から80周年を迎えさせて頂きました。四代に渡る歴史と技術で牛
を選び、牛超本店にて長期熟成させ、その肉が持っている旨みを最大限に引き出します。 牛超だからこ
そご提供できる至高の大田原牛をぜひご賞味下さい。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

42

事業者コード M043 京王百貨店の被災地復興応援商品
■事業者：株式会社京王百貨店　■問い合わせ先：京王百貨店　省エネ住宅ポイント商品交換窓口

■ TEL：0120-069-100　■ URL：http://info.keionet.com/shouenepoint/index.html

【日立】黒厚鉄釜　圧力IH炊飯器　
5.5合炊き　カラー:ライトブラウン

商品
コード 864-068 20,000 点

【シャープ】AQUOS　液晶テレビ　
40v型　カラー:ブラック

商品
コード 864-077 58,000 点

【日立】サイクロン式クリーナーごみダッシュサイク
ロン 幅255高さ219奥行330mmカラー:ブルー

商品
コード 864-066 18,000 点

当社は、これまで復興支援住宅エコポイントをはじめ物産展などで被災地域にある事業者様より商品を
供給していただき販売してまいりました。このネットワークを活かし、省エネ住宅エコポイントを通じて
被災地の活性化のお手伝いができればと願っております。

事業者コード M044 シャディのおすすめ特産品
■事業者：シャディ株式会社　■問い合わせ先：シャディ　省エネ住宅ポイント交換商品事務局

■ TEL：0120-48-0170　■ URL：http://shaddy.jp/shouene-point/

いわて短角和牛バラスライス焼肉用 
（400g）

商品
コード 155248392 6,000 点

宮城県産ひとめぼれ 8kg 商品
コード 155248473 5,000 点

前沢牛焼肉用 （600g） 商品
コード 155248171 12,000 点

ギフト商品以外にも、幅広い商品カテゴリー取り扱いを行っており、東北産品はもちろん全国の産品を
取り扱っております。

事業者コード M045 日本旅行グループの復興支援☆東北地域産品☆
■事業者：株式会社日旅産業　■問い合わせ先：日旅ポイント交換事務局

■ TEL：03-3596-7124　■ URL：http://www.aruaruplaza.com/

【岩手県産】黒毛和牛切落し 400g 商品
コード 002-001 5,000 点

【新潟県】雪蔵仕込み魚沼十日町
こしひかり 10kg

商品
コード 002-084 10,000 点

【日立】スティック/ハンディの「2in1」タイプコー
ドレス掃除機　約2.8kg　カラー:シャンパン

商品
コード 002-053 55,000 点

日本旅行の商事部門として被災地域とは深い繋がりがあり、各県の弊社拠点と商品提供会社様と連携
し同地域ならではの逸品をお届けし、被災地復興事業に協力させていただきます。

事業者コード M046 おいしいモノみつかる食材探しマガジン『鮮』
■事業者：日通商事株式会社　■問い合わせ先：日通商事株式会社東京支店省エネポイントプログラム

■ TEL：03-6734-8841　■ URL：http://www.nittsushoji.co.jp

伊達の一　牛たんA
塩味100g、味噌味120g

商品
コード 1026-0015 4,100 点

喜多方生ラーメンB　14食
（醤油10食、味噌4色）

商品
コード 1026-0013 3,300 点

三陸釜石「中村家」岩手丸　とろみ昆
布400g

商品
コード 1026-0010 4,800 点

弊社でお中元・お歳暮に向けて作成している産地直送品カタログは全国の弊社支店が地元の有名食材
を直接メーカーより仕入れしています。その中から被災地の商品を厳選して申請しています。

事業者コード M047 ファームス産直ショップ
■事業者：ファームス有限会社　■問い合わせ先：ファームス有限会社　省エネポイント係

■ TEL：03-5411-7198　■ URL：http://www.farms.jp/shop/

岩手　及川屋の特選いくら醤油漬け
400g

商品
コード B645 5,500 点

岩手　銀河フーズの美味発見
ロースハム 500g

商品
コード B574 5,000 点

栃木　千本松牧場のアイスクリーム 
110mL×10個

商品
コード B293 4,500 点

当社は2001年創業以来、誠実信頼を基本に、規模が小さくても個性的な生産者や販売者と協力し、自
然を大切にした食のおいしさをお客様に提供しています。東日本大震災や原発事故で被災した生産者
や販売者の復興に向けて今後も協力支援してまいります。

事業者コード M038 まごころいっぱいお勧め特産品
■事業者：株式会社アルファーブレインズ　■問い合わせ先：アルファーブレインズ　省エネポイント窓口

■ TEL：0120-502-509　■ URL：http://www.alpha-b.co.jp

前沢牛しゃぶしゃぶ・すきやき肉
肩ロース肉 600g

商品
コード 5416-092 13,000 点

【新潟県魚沼】こしひかり 5kg 商品
コード 1860037 5,000 点

【シャープ】AQUOS　液晶テレビ　
40v型

商品
コード 88-021 85,000 点

当社はグリーン家電エコポイント・住宅エコポイントでの商品交換業者として、被災地エリアからの特産
品のご提供を含めた実績があります。

事業者コード M039 内海産業　復興応援プロジェクト
■事業者：内海産業株式会社　■問い合わせ先：内海産業ポイント交換問合せ窓口

■ TEL：03-6311-9985　■ URL：http://www.utsumi-sp.co.jp/s-point/

前沢&仙台牛の極み～計5,160g （前沢牛:サーロ
イン6枚・他2種、仙台牛:サーロイン2枚・他4種）

商品
コード 551000001 150,000 点

前沢牛の極み～サーロインステーキ 200g
×6枚・肩ロースすき焼き用 600g×2

商品
コード 551000003 75,000 点

中村家　大漁セット （黄金海寿漬350g×
3、岩手丸400g×3） 内容量:計2,250g

商品
コード 551000010 25,000 点

全国各地の産直品を取り扱っている当社が被災地である岩手・宮城・福島を中心としたグルメ産地直送
品や特産品を取り揃えました。美味しいものを食べて被災地の復興応援をしていきましょう。

事業者コード M040 エニシル被災地産品
■事業者：株式会社エニシル　■問い合わせ先：エニシル省エネ住宅ポイント商品交換事務局

■ TEL：0120-22-4648　■ URL：http://www.enicil.co.jp/shouene-point/

宮城県産黒毛和牛　肩ロースすき焼
約1.7kg

商品
コード 5307-054 20,000 点

雪蔵仕込宮城県産ひとめぼれ 10kg 商品
コード 5307-380 6,000 点

宮城県産　黒毛和牛　モモ　すき焼き
約300g

商品
コード 5307-569 3,000 点

当社は家電、住宅エコポイントにおいても全国の地域商品を提供してまいりました。今回は食品を主と
した被災地域に限定し、厳選した商品を提供いたします。

事業者コード M041 オリコB&C省エネ住宅ポイントサービス
■事業者：株式会社オリコビジネス & コミュニケーションズ　■問い合わせ先：オリコ B&C 省エネ住宅ポイントサービス

■ TEL：0120-790-550　■ URL：https://www.orico-bc.co.jp/shouene/

【岩手県】前沢牛サーロインステーキ
200g×4枚

商品
コード 210A01 21,000 点

宮城県産黒毛和牛ロースステーキ
180g×3枚

商品
コード 090A02 9,000 点

宮城県産ひとめぼれ 5kg 商品
コード 030A01 3,000 点

当社は、全国の食品産地業者、加工業者と長年にわたり取引をさせていただいております。前回の復興
支援住宅エコポイントにて被災地産品でご協力いただき、さらに取引を深めさせていただいておりま
す。

事業者コード M042 通販生活でお馴染みカタログハウスの商品
■事業者：株式会社カタログハウス　■問い合わせ先：商品ご相談課

■ TEL：0120-701-567　■ URL：http://www.cataloghouse.co.jp/company/

岩手県久慈市久慈琥珀レディスウォッチ 縦33
×横20×厚さ8mm、手首周約17cm、約51g

商品
コード 1103440 76,200 点

岩手県久慈市 久慈琥珀ペンダント/ （約） 縦25
×横18×厚さ10mm・チェーン長46cm・約6g

商品
コード 1103441 13,600 点

福島県矢吹町　旨み料理酒 
（720mL×6本）

商品
コード 2430048 5,800 点

当社では福島県産品のアンテナショップ「本日!福島」（東京・渋谷区）をもち、野菜や加工食品、地酒など
を販売させていただいております。また「通販生活」においても様々な被災地産品を販売し買い物によ
る復興支援に寄与しております。
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●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4～5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

寄

事業者コード M053 上質カタログギフトのリンベルが選ぶ人気産品
■事業者：リンベル株式会社　■問い合わせ先：リンベル株式会社　ポイント交換係

■ TEL：0120-95-8877　■ URL：http://eco.ringbell.co.jp/shoene/

前沢牛　すき焼用 （350g） 商品
コード ER10-013 8,700 点

牛タン　塩味 500g （5袋入） 商品
コード ER10-026 5,700 点

〈福丸水産〉無着色たらこ （450g） 商品
コード ER20-004 5,700 点

カタログギフトのパイオニア〔リンベル〕が提供する上質カタログギフトから各地の人気特産品をセレク
ト。工芸品、特産グルメなどをご提供いたします。

事業者コード M054 全国の地方新聞社厳選　お取り寄せサイト47CLUB
■事業者：株式会社 47CLUB　■問い合わせ先：47CLUB 受注センター

■ TEL：03-5812-6412　■ URL：http://www.47club.jp/

幻の和牛　倉石牛ヒレ 160g×2 商品
コード shouene-1 18,000 点

会津産特別栽培米セット　無農薬会津白
虎米5kg、会津産ミルキークイーン5kg

商品
コード shouene-4 10,000 点

岩手三陸味めぐり （岩手丸、黄金海寿漬、ぶっか
けとろみ丼の具、宮古の磯丼等　合計1,290g）

商品
コード shouene-10 15,000 点

地方新聞社と連携し、各地の特産品を販売して参りました。全国で1300、被災地域では108の生産者・
事業者との取引があり、商品を安定的に調達できる環境にあります。

事業者コード M055 JTBのネットワークで取り揃えたギフト商品制作販売
■事業者：株式会社 JTB 商事　■問い合わせ先：㈱ JTB 商事　法人外商部

■ TEL：03-6832-4755　■ URL：http://www.jtbtrading.co.jp/shoenejutaku-points/

ふかひれ姿煮 （味付） 尾びれ
100g×2

商品
コード 80045-113 20,000 点

前沢牛 しゃぶしゃぶ・すき焼き用セット 
各500g

商品
コード JS008 30,000 点

魚沼産コシヒカリ 30kg 商品
コード 5249-011 30,000 点

JTBネットワークを生かし、復興支援活動と言う観点から被災地の振興活動に寄付から消費へ尽力して
きました。

事業者コード M056 KOJIMAおすすめ特産品 

■事業者：株式会社 KOJIMA　■問い合わせ先：KOJIMA 問い合わせ事務局

■ TEL：0120-678-885　■ URL：http://kojima-web.jp/

魚沼産コシヒカリ 5kg 商品
コード 286101071 5,000 点

北上まきさわ工房詰め合わせ （ウィンナー
4種、フランク、ベーコン）  約1,460g

商品
コード KO-17 7,000 点

前沢牛　すき焼用肩 500g 商品
コード K-181702 10,000 点

震災以前より、被災地の仕入先様とは、商品の供給に協力して頂いており、また復興エコポイントの際も
商品供給にご尽力頂いていた為、今回も引き続きご協力頂く事になりました。

事業者コード M048 地域ブランドお取り寄せ
■事業者：株式会社ブランド総合研究所　■問い合わせ先：株式会社ブランド総合研究所

■ TEL：03-3539-3011　■ URL：http://tiikibrand.jp

食味ランキング特A　いわて平泉産
「ひとめぼれ」 10kg

商品
コード 7001 6,500 点

三陸海宝漬 350g
 （アワビ、イクラ、メカブの醤油漬）

商品
コード 7505 5,000 点

特選牛タン!
極上たんしお厳選部位のみ （500g）

商品
コード 7061 11,500 点

弊社は全国の地域活性化のサポートを行っている企業で、被災地のJAや事業者を対象として商品開発
やブランド化の事業を展開しています。

事業者コード M049 【大人気】老舗酒問屋が東北の銘酒・ドリンクをお届け
■事業者：株式会社升本総本店　■問い合わせ先：株式会社升本総本店・復興支援ポイント担当

■ TEL：03-3260-5687　■ URL：http://sake-masumoto.co.jp/

地ビールで岩手を応援! 銀河高原ビール 
（350mL缶） 24本

商品
コード CB-1 7,500 点

「復興・地酒袋」青森・岩手・宮城・福島
の純米酒4本セット 各720mL

商品
コード CS-1 5,000 点

東北にも「焼酎」あり! 福島・二本松の
麦・米・芋の焼酎720mL3本セット

商品
コード CC-1 3,600 点

【復興をお酒で応援!】日本酒はもとより焼酎、ビール、ワイン、ジュース・甘酒も!江戸創業の神楽坂の老
舗酒問屋が「ご縁」と「復興」「品質」にこだわった東北のナイスなお酒（清酒・焼酎・ビール等）や飲料（甘
酒・ジュース等）をお届け致します。

事業者コード M050 【銀座の百貨店】松屋銀座が選んだおすすめ★特産品
■事業者：株式会社松屋　■問い合わせ先：お客様商品相談デスク

■ TEL：0120-660-881　■ URL：http://matsuya.enepo.jp/

【和室にも洋室にも合う!】クリのくみたて棚4段
〈ナチュラル〉 （約高さ88×幅75×奥行20.6cm）

商品
コード S69 55,000 点

【伝統の技の結晶】南部鉄瓶 梅 1L 商品
コード S2 33,000 点

【団らんのお供に】前沢牛 すき焼き用 
肩ロース肉 650g

商品
コード S4 20,000 点

これまでも、弊社は被災地域にある事業者様から商品供給を受け、お客様に販売してまいりました。今ま
での商品調達ネットワークと販売実績を活かし、被災地の良質な産品を皆様にご提供していきたいと考
えております。

事業者コード M051 ヤマトホームコンビニエンス住宅エコプロジェクト
■事業者：ヤマトホームコンビニエンス株式会社東京統括支店　■問い合わせ先：ヤマトホームコンビニエンス株式会社

■ TEL：0570-00-9625　■ URL：http://yhc-ecopoint.jp/

べこ正宗厚切り牛たん詰合せ
塩170g×2/味噌205g×2

商品
コード YHCJEP117 10,000 点

「味工芸」ハム詰合せ　乾塩熟成ベーコン
約300g・本格焼豚 約420g×各1個

商品
コード YHCJEP026 5,000 点

めひかり塩チョコ& 塩チョコcuit　めひかり塩
チョコ10個入各10g、塩チョコCuit9個入各23g

商品
コード YHCJEP016 4,000 点

当社は2011年7月より岩手・宮城・福島各県の食品メーカー様の商品を「東北復興応援企画」として通
販カタログ展開しております。それらの実績をもとに、各県の商品の受発注等発送管理業務から集荷・
配送にいたるまで一貫したサービスを提供しております。

事業者コード M052 省エネ住宅ポイント　被災地復興支援特産品
■事業者：株式会社ユナイテッドスペース　■問い合わせ先：ユナイテッドスペース　ポイント窓口

■ TEL：0120-01-9577　■ URL：http://point-e.jp/unitedspes

仙台牛　すきやき　 
（もも300g、肩ロース300g）

商品
コード 286101018 10,000 点

宮城県産ひとめぼれ 12kg 商品
コード 286101021 10,000 点

折爪三元豚「佐助」しゃぶしゃぶ　
ロース/バラ/ポン酢　 （肉合計600g）

商品
コード 286101003 5,000 点

全国各地の産直品を取り扱う当社だからこそできる岩手・宮城・福島を中心とした被災地のグルメ産地
直送品や特産品を取り揃えました。美味しく食べて被災地を支援しましょう。
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事業者コード M062 栄村の自慢の品SHOP
■事業者：一般財団法人栄村振興公社　■問い合わせ先：一般財団法人栄村振興公社

■ TEL：0269-87-3115　■ URL：http://www.vill.sakae.nagano.jp/skousya

さかえむらトマトジュース
190g×30缶

商品
コード S-9 4,000 点

栄村産コシヒカリ （玄米） 20kg 商品
コード S-14 12,000 点

栄村産コシヒカリ （精米） 20kg 商品
コード S-13 13,000 点

当社は栄村の豊かな地域資源を生かし地域活性化を目的とする団体です。栄村特産品の商品開発、販
路・拡大を行い都市との交流を図るための各事業を展開しております。

事業者コード M063 グッディポイントおすすめ特産品
■事業者：グッディポイント株式会社　■問い合わせ先：グッディポイントおすすめ特産品係

■ TEL：0120-084-999　■ URL：http://www.goody.co.jp/

【宮城県】仙台 勝山館ソーセージセット
手作り無添加ソーセージ 115g×5p

商品
コード 108-004 5,000 点

【宮城県産】仙台牛A5ランク確定
ロースステーキ 150g×2枚

商品
コード 108-002 10,000 点

【アイリスオーヤマ】ウッドトップチェスト （ホワ
イト/ペアー） 幅560×奥行420×高さ645mm

商品
コード 108-015 30,000 点

当社はポイント商品交換事業を通じて、被災地を含め、多くの商品調達ネットワークを築いてきました。
ポイント商品交換や復興支援・住宅エコポイント商品交換事業の実績等に基づき、お客様に安心してい
ただける安全で、高品質の商品を選定いたします。

事業者コード M064 株式会社アリエシステム　エコ&ナチュラル　まんねん
■事業者：株式会社アリエシステム　■問い合わせ先：株式会社アリエシステム　エコ & ナチュラル　まんねん

■ TEL：06-6362-0720　■ URL：http://www.man-nen.jp/

日立　ベーカリーレンジ　ヘルシー
シェフ　33L　カラー:パールレッド

商品
コード H-MRONBK 190,000 点

日立　パワーブーストサイクロン　集じ
ん容量:0.4L、　カラー:ディープレッド

商品
コード H-CVSA700 100,000 点

日立　IHジャー炊飯器　5.5合炊き　
カラー:レッド

商品
コード H-RZVW1000 95,000 点

当社は、復興支援・住宅エコポイントより被災地産品をご提供して参りました。培われたネットワークによ
り今後も被災地産品をご提供して参ります。

事業者コード M065 『復興支援産品』お取り寄せ 50品
■事業者：イワタニアイコレクト株式会社　■問い合わせ先：イワタニアイコレクト株式会社

■ TEL：06-6261-7114　■ URL：http://www.iwatani-i-collect.com/ecopoint/

黄金海寿漬 （いくら、あわび、数の子等の
海鮮珍味 計530g）

商品
コード eco18 6,000 点

牛たん炭焼き「利久」牛たん詰合せ （牛たん、
牛たんスモークなどの詰合せ 計780g）

商品
コード eco1 5,000 点

魚沼産こしひかり 5kg 商品
コード eco20 4,500 点

当社は産直商品問屋として、被災地域である青森・岩手・宮城・福島・新潟・栃木のメーカー産地商品を取
扱い、復興支援のために尽力して参りました。さらなるオススメ商品を全国の皆様へ発信してまいりま
す。

事業者コード M066 株式会社クイック　省エネ住宅ポイントサービス
■事業者：株式会社クイック　■問い合わせ先：株式会社クイック　省エネ住宅ポイント窓口

■ TEL：06-4800-3530　■ URL：http://quick-gift.jp/

【岩手県】前沢牛 　
しゃぶしゃぶ 800g&すきやき 800g

商品
コード 9109-002 50,000 点

新潟　魚沼 （十日町産） コシヒカリ　
30kg

商品
コード 76-1 30,000 点

【アイリスオーヤマ】アレルブロック掛
け布団　ダブル　色「白」 柄「無地」

商品
コード 9109-020 68,000 点

当社はこれまでも住宅エコポイントサービスにて、様々な被災地産品をご提供し、申請者様にご満足頂
いております。

事業者コード M057 ★被災地支援　特選市場!★
■事業者：RH トラベラー株式会社　■問い合わせ先：RH トラベラーお客様申込センター

■ TEL：0120-988-275　■ URL：http://shoene-trv.com/

ぴったりパック30000　東北お肉食べ比べ 
（牛たん・前沢牛・仙台牛） お肉総重量 1.8kg

商品
コード 9725-9001 30,000 点

宮城無農薬米ひとめぼれ （登米） 
5kg×4袋 計20kg

商品
コード 9725-9051 20,000 点

前沢牛すき焼きしゃぶしゃぶ 500g 商品
コード 9725-9005 10,000 点

弊社基幹の事業として全国の産品をお届けする国内宅配サービスをおこなっており、全国の仕入先様
と提携しております。震災後は被災地支援企画を積極的に行っております。

事業者コード M058 雪だるま物産館　新潟県上越市 

■事業者：手づくり百人協同組合　■問い合わせ先：雪だるま物産館

■ TEL：025-595-1010　■ URL：http://461888.jp

新潟県上越市産コシヒカリ 10kg 商品
コード kome10k 7,000 点

かあちゃんの家 笹だんご10個入 
新潟県上越市安塚区産

商品
コード sasadan10 2,400 点

切り餅こがね姫　個包装10枚入
475g×4 新潟県上越市産

商品
コード hime4 3,500 点

新潟県上越市安塚区の農業者・食品加工業者85名を組合員とし、その農産物・加工品等を販売していま
す。

事業者コード M059 新潟県十日町市の産品をお届けします! 
■事業者：一般財団法人十日町地域地場産業振興センター　■問い合わせ先：（一財）十日町地域地場産業振興センター

■ TEL：025-757-2323　■ URL：http://cross10.or.jp/

十日町市の魚沼産コシヒカリ 10kg 商品
コード b04 7,700 点

十日町市の旨い酒　清酒「松乃井」「天
神囃子」大吟醸 720mL×2セット

商品
コード a31 7,900 点

海藻 （ふのり） つなぎの妻有 （つまり） 
そば30把入 （200g×30把）

商品
コード a28 7,600 点

十日町地域の地場産業振興センターとして、地域の商品を広く普及させる取り組みを30年以上続けて
います。中越地震や豪雪など多くの自然災害に見舞われている当地域ですが、雪国ならではの魅力あふ
れるたくさんの産品をご用意しています。

事業者コード M060 新潟ふるさと村 

■事業者：株式会社新潟ふるさと村　■問い合わせ先：新潟ふるさと村　販売部

■ TEL：025-230-3000　■ URL：http://furusatomura.pref.niigata.jp/

津南高原の人参ジュース
200mL×20本

商品
コード f101 5,000 点

はざかけ十日町産コシヒカリ 5kg 商品
コード f111 5,300 点

天神囃子　特別本醸造 1.8L 商品
コード f201 3,100 点

「新潟ふるさと村」は、新潟県を象徴する観光拠点施設として、本県の観光と物産の振興を図るととも
に、”ふるさと”に対する県民意識の高揚を通じて地域の活性化を一層推進することを目的としている。

事業者コード M061 株式会社 フレッシュライン新潟 

■事業者：株式会社フレッシュライン新潟　■問い合わせ先：フレッシュライン新潟　受注センター

■ TEL：025-285-0976　■ URL：http://www.fln.co.jp

十日町限定 魚沼産コシヒカリ 5kg 商品
コード J00001 4,600 点

十日町限定 魚沼産コシヒカリ 10kg 商品
コード J00004 8,500 点

津南高原ジュース （キャロットミックス
ジュース・トマトジュース 各350mL×3本）

商品
コード J00002 3,500 点

当社は全国の食の名産品をお客様に販売している中で、被災地産品も多く取り扱ってまいりました。こ
れまでの販売経験を活かし被災地産品を今後もバックアップしていきたいと思います。
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●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4～5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

寄

事業者コード M072 売店　やまなみ
■事業者：みなみやま観光株式会社　■問い合わせ先：売店　やまなみ

■ TEL：0241-62-5757　■ URL：http://www.minamiaizu.co.jp/

南郷トマトジュース （無塩） 
1ケース30本入 （1本あたり190g）

商品
コード 006 4,500 点

南会津町産　雪の舞一等米　
ひとめぼれ　精米 5kg×1袋

商品
コード 001 2,200 点

欲張り奥会津直送便　味噌・中華麺・醤
油スープ・乾麺5種 （総重量2,910g）

商品
コード 010 4,000 点

福島県内で生産または加工された商品のみを販売しています。

事業者コード M073 MOTTAINAIがお届けする復興応援グルメ
■事業者：伊藤忠商事株式会社　■問い合わせ先：MOTTAINAI 省エネ住宅ポイントダイヤル

■ TEL：0120-77-3706　■ URL：http://mottainai-3r.jp/shouene/

いわて短角和牛サーロインステーキ 
600g

商品
コード ISCJ545 20,000 点

前沢牛しゃぶしゃぶ・すきやき 400g 商品
コード ISCJ579 10,000 点

【かねふく】無着色からし明太子 360g 商品
コード ISCJ518 5,000 点

当社は、復興支援・住宅エコポイント制度の被災地産品の交換商品提供事業での配送実績を持っており
ます。被災地域に特化し、多くの商品を展開する予定です。

事業者コード M074 大洗の創業天保元年老舗の梅干漬物製造専門店
■事業者：株式会社　吉田屋　■問い合わせ先：株式会社　吉田屋

■ TEL：029-267-2069　■ URL：http://www.kk-yoshidaya.co.jp

大洗吉田屋オリジナル　デザート感覚
最高級梅干し　『スイート梅』20粒入

商品
コード SW-30 4,000 点

茨城県初の梅ブランド常陸乃梅　梅シロップ
PureSweet詰合　青梅300mL・露茜300mL

商品
コード PS-30 4,000 点

大洗吉田屋オリジナル　こだわりの梅干
八代目 1,050g

商品
コード MR-50 6,000 点

当社は茨城県にある老舗梅干漬物専門店で、これまでも地域原料、全国の安心出来る原料を自社で製
品化して、茨城県の加工品PRに尽力をつくしてきた。

事業者コード M075 【岩手の風土が育んだ恵み】前沢牛・岩手県南産ひとめぼれ
■事業者：有限会社前沢牛オガタ　■問い合わせ先：有限会社前沢牛オガタ駅東店

■ TEL：0197-56-0298　■ URL：http://www.maesawagyuogata.com

岩手県奥州市/前沢牛サーロイン
ステーキ （200g×3枚）

商品
コード M-02 25,000 点

岩手県奥州市/小形牧場牛サーロインステーキ 
（200g×2枚） 、小形牧場牛霜降り薄切り500g

商品
コード B-01 21,000 点

小形牧場牛焼きハンバーグ
100g×5個

商品
コード B-04 5,000 点

当社は岩手県奥州市で黒毛和牛の肥育を行う小形牧場の牛肉を販売する事を主目的に設立し20周年
を迎えることができました。前沢牛・自社ブランド小形牧場牛の他、地元前沢を中心に生産された岩手県
産米を提供させていただきます。

事業者コード M067 『ベリー』いいもの特産品
■事業者：株式会社ベリー　■問い合わせ先：ベリー住宅ポイント交換商品事務局

■ TEL：072-929-2287　■ URL：http://www.very-inc.co.jp/jutakupoint

岩手県産ひとめぼれ 30kg（5kg×6袋） 商品
コード E000-101 21,000 点

【アイリスオーヤマ】アニマルキッズチェスト 
約幅560×奥行420×高さ835mm

商品
コード 2400-033 24,000 点

『銘柄米の食べ比べセット』 計20kg （新潟県産
こしひかり 10kg、岩手県産ひとめぼれ 10kg）

商品
コード E000-102 15,000 点

被災地の想いを感じよう!復興を全力で応援! 被災地の特産品をお届けする　『ベリー』いいもの特産
品。

事業者コード M068 前沢牛・気仙沼フカヒレ・仙台味噌 他 名品物産店
■事業者：株式会社アプコ　■問い合わせ先：アプコ　復興支援 * 省エネ住宅ポイント窓口

■ TEL：079-421-3020　■ URL：http://www.apco.co.jp/s-point-f/

前沢牛サーロインステーキ 200g・
ヒレステーキ 150g×各2枚

商品
コード 80740-008 35,000 点

ふかひれ姿煮 （味付） 尾びれ 100g×4 商品
コード 80740-006 37,000 点

前沢牛すき焼き 1,200g 商品
コード 80740-010 40,000 点

選べるギフトカタログの企画・製作・販売をしており、日本全国の雑貨やグルメを取り扱っております。 
また、「ふるさと応援　東北地方」の選べるギフトカタログを発行しています。 取扱商品より厳選した、
被災地産品のみをご提供させていただきます。

事業者コード M069 SBギフト省エネ住宅ポイント交換商品サイト
■事業者：SB ギフト株式会社　■問い合わせ先：SB ギフト株式会社

■ TEL：03-5408-6781　■ URL：http://ecopo-portal.jp/

仙台牛　ステーキ肉 
（モモ 約130g×3/計約390g）

商品
コード SES-n003 9,000 点

【うまみ濃厚】たらばがに　脚
（ビードロカット） 1kg

商品
コード SES-e027 11,000 点

雪蔵仕込み　宮城県産ひとめぼれ
5kg

商品
コード SES-n009 4,000 点

当社は従来からギフトサービス事業を行っており、被災地区域の産直商品も含め幅広い商品を個別配
送で提供しております。

事業者コード M070 食品・雑貨　小売店舗運営
■事業者：株式会社コンタン　■問い合わせ先：株式会社コンタン

■ TEL：03-6803-0373　■ URL：http://nippon-dept.jp/

和牛すき焼き・焼き肉用モモスライス 
約1,200g

商品
コード 145 25,000 点

笠間焼　夫婦湯呑ダブルセット
（約180mL×2,約150mL×2） 白x茶色

商品
コード 053 5,000 点

本品堂ハンカチ6枚セット
（49cm × 49cm）

商品
コード 043 10,000 点

小売店7店舗の運営を行い、国内被災地からの商品仕入れを平素より行っている。店舗での扱い商品を
提供商品としているため、安定した商品供給が可能。震災直後からの被災地支援事業を継続しているた
め被災地との関係も密接。

事業者コード M071 うまいもんドットコム
■事業者：株式会社食文化　■問い合わせ先：（株）食文化サポート

■ TEL：03-6226-5281　■ URL：http://www.shokubunka.co.jp/

非常時　おたすけ箱 （1人三日分の食料品、
衛生用品、簡易トイレ等:計 約5kg）

商品
コード umai60 11,000 点

岩手県産短角和牛焼き肉用 1kg 
※冷蔵

商品
コード umai77 8,400 点

吉切鮫ふかひれ姿煮 （尾） 詰合せ 
（76g×4枚入り）

商品
コード umai95 23,000 点

当社は日本全国の商材を販売するネットワークを持っています。また大手他社が行う被災地支援事業に
も商材提供を行っているため、商談会や現地に足を運ぶなど商材を適宜集められる環境にあります。
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事業者コード M081 ありがとう　GREENです
■事業者：株式会社　GREEN　■問い合わせ先：（株）GREEN

■ TEL：029-244-1127　■ URL：http://eco-items.com

常陸牛すき焼き用肩ロース 840g 商品
コード ENE058 25,000 点

たらばがに　お徳用4kgパック　
化粧箱入り

商品
コード ENE052 30,000 点

栗の木のセンターテーブル　
W1,350×D550×H350 （ミリ）

商品
コード ENE070 100,000 点

茨城県の名産品や無垢材を使用した温かみのある家具など、皆様の毎日をいつもより少し贅沢にしてく
れる商品をお届けいたします。

事業者コード M082 選べるエコ産品美味倶楽部
■事業者：有限会社エミヤ　■問い合わせ先：（有）エミヤ　選べるエコ産品美味倶楽部係

■ TEL：03-3832-7660　■ URL：http://www.emiya-foods.co.jp/item_list12.html

【岩手県】北上四匠豚バラエティセット　ステー
キ 300g、ハンバーグ 320g、豚味噌漬け 200g

商品
コード EMY-M135 5,000 点

【新潟県】魚沼津南コシヒカリ 5kg 商品
コード EMY-M167 5,500 点

【岩手県】いわて短角和牛　
サーロインステーキ 170g×3枚

商品
コード EMY-M107 20,000 点

当社は全国の商品を取り扱っている卸売業を営んでおります。 被災前より東北の農水産畜産物を全国
へ提供させて頂いておりました。 被災後も変わらず、生産者のこだわりの詰まった商品を提供させて頂
いております。

事業者コード M083 e有機生活
■事業者：株式会社　イー・有機生活　■問い合わせ先：イー・有機生活

■ TEL：0120-129-878　■ URL：http://eu-ki.jp

千葉県さんぶ野菜ネットワークの
季節の有機野菜セット6品

商品
コード e-001 2,600 点

生搾りケール青汁
（100g×30パック） 【冷凍】

商品
コード e-005 5,800 点

生姜シロップ12本セット
（千葉県産生姜使用）

商品
コード e-008 9,700 点

弊社は、環境保全型農業を実施している全国の農家が集まってできた会社です。東日本大震災の被災
地域にも生産者や加工業者が多くいます。被災地域の生産者が、環境にやさしい農法で栽培した農産
物、それらを原材料にした農産物加工品をお届けします。

事業者コード M084 産経ネットショップ 

■事業者：株式会社産経デジタル　■問い合わせ先：産経ネットショップお客様センター

■ TEL：03-3243-8634　■ URL：http://sp.sankeishop.jp/eco2015/index.html

【新潟県】雪蔵仕込み
魚沼十日町こしひかり 10kg

商品
コード 39-017 10,000 点

【千葉県】生ズワイガニ 1.2kg&
生タラバガニ 1.3kg しゃぶしゃぶ

商品
コード 39-009 22,000 点

【岩手県】岩手産ひとめぼれ 12kg 商品
コード 39-004 12,000 点

当社は、産経新聞社のニュースサイト配信事業を行う産経デジタルが運営するネット通販のお店です。
東北地方に工場があるアパレルメーカーや仮設住宅にちゃぶ台を提供する福島の木材店が作る木工品
を始め、全国から選りすぐりの産品を集めて販売しています。

事業者コード M085 省エネPrepo発送事務局
■事業者：株式会社ジスターイノベーション　■問い合わせ先：【GISTAR】省エネポイント事務局

■ TEL：03-5847-2788　■ URL：http://www.g-eco.gift

【岩手県】岩手県産ひとめぼれ 
（ふっくらさん付） 4kg （2kg×2）

商品
コード 847-033 4,000 点

【福島県】喜多方ラーメン25食醤油×15・
味噌・塩各5 （各種麺・スープ付） 各80g

商品
コード 847-034 5,000 点

【茨城県】かねふく かねふくの無着色
辛子明太子 450g×2

商品
コード 847-032 10,000 点

被災地のうまいものや名産品を幅広くご提供。（グルメや生活雑貨・家電に至るまで全般）

事業者コード M076 かたい信用やわらかいお肉　「肉のいとう」
■事業者：WIDEFOOD 株式会社　■問い合わせ先：肉のいとう省エネ住宅ポイント窓口

■ TEL：022-222-5647　■ URL：http://eco-items.com

最高級A5ランク仙台牛!
すき焼き・しゃぶしゃぶ用 : 800g

商品
コード Z8 17,000 点

杜の都仙台名物肉厚牛タン : 1,000g 商品
コード Z28 10,000 点

最高級A5ランク仙台牛!プレミアム極上セット 
（小） :A5ランクすきやき1,000gなど豪華3点セット

商品
コード Z38 50,000 点

（1）生産地・製造地域:宮城県　牛タン（宮城県産ではないが、仙台の名物となっている。主に米国産） 
（2）仙台牛は、日本食肉格付協会の肉質等級において、最高の5等級を満たす場合のみ呼称が許され
る、品質・安全確保は厳格である。

事業者コード M077 続けよう!復興支援【いわき夢未来】
■事業者：合同会社いわき夢未来　■問い合わせ先：いわき夢未来ポイント商品交換係

■ TEL：0246-92-4153　■ URL：http://eco-items.com

【チャーシュー&メンマ付】河京の喜多方ラーメン
セット8食分 （醤油4食・味噌4食、計1,632g）

商品
コード C241 4,000 点

ふくしま肉ギョーザお徳用メガ盛りセット 
（ニンニク・ピリ辛・ニラ等4種、計16パック3.8kg）

商品
コード C126 10,000 点

北洋紅鮭の切り身 
（約2.5kg1尾分を切り身にしてお届け）

商品
コード C114 9,000 点

「続けよう!復興支援」を合言葉に、東日本大震災の被災地となった福島県や東北の加工品を多く取り
扱っています。地元である「いわき」のネットワークを活かした取引先や商品を集め、希望あふれる夢と
明るい未来に向かった販売活動を開始しております。

事業者コード M078 復興支援通販　ふくしま市場　うつくしま良品本舗
■事業者：株式会社スペースワン　■問い合わせ先：運営事務局（株）スペースワン

■ TEL：024-947-8880　■ URL：http://shoene-fukushima.com/

【福島県】福島県産豚使用とんかつBセット 
（ロースとんかつ約160g×5/ヒレカツ約50g×8）

商品
コード SJ010 3,500 点

【福島県】うに貝焼き （6ヶ入） 
（1ヶの大きさ目安:約65～75g貝殻含む）

商品
コード SJ017 5,500 点

【福島県】今宵一献!福島の地酒6本 （末廣/笹の川
/大和川/千功成/名倉山/開当男山 各500mL）

商品
コード SJ088 4,000 点

当社は福島県の復興支援と福島県産品の普及のため、通販ショップ「うつくしま良品本舗」を営業してい
ます。福島の美味しいグルメ、お菓子、日本酒、匠の逸品などを数多く取り揃えています。福島の選りす
ぐりの逸品が大集合!

事業者コード M079 ディ・シー・ツー事業組合から木のぬくもりをお届け
■事業者：ディ・シー・ツー有限責任事業組合　■問い合わせ先：省エネ住宅ポイント推進室

■ TEL：024-573-0141　■ URL：http://www.dc2.co.jp

インテリア壁飾り　伊達KUMIKO　Aタイプ
巾180×高さ180×厚み30 （単位:mm）

商品
コード DC-001 12,000 点

ひのき材　器　2ヶセット （楽香・らっこう） 
巾 90×高さ 80×奥行90 （単位:mm）

商品
コード DC-004 12,000 点

スギ材 木製スピーカー （デスクトップタイプ） 左右
2ケ同梱 巾130×高さ180×奥行165 （単位:mm）

商品
コード DC-011 52,000 点

当社は、福島県伊達市に有る事業組合です。これまでも地域材を使った木工製品を取扱い、製品加工を
福島県伊達市と千葉県松戸市において木製品加工工場として活動しています。被災地域復興・森林環境
問題から開発された各種商品をご提供させて頂きます。

事業者コード M080 福島県いわき市の地域産品販売
■事業者：福島食材有限会社　■問い合わせ先：福島食材

■ TEL：0246-39-4330　■ URL：http://fukushima-foods.jp

いわき市中央卸売市場の仲買人厳選　海鮮バーベ
キューセットA （ホタテ串、つぶ貝串など計5種類15本）

商品
コード FB5 5,000 点

いわき海鮮干物セットB （赤魚干し、メ
ヒカリ干しなど6種）

商品
コード FH6 6,500 点

いわき海鮮 魚漬セットB　銀たら、サワラ
など7種 計14切れ （無添加・天然塩使用）

商品
コード FG5 5,000 点

当社は福島県いわき市沼の内という沿岸部に所在し、いわき中央市場からの仕入れを軸に、市内鮮魚店
への卸売、また郷土料理を地元加工場と連携生産、小中学校への郷土料理提供など、水産物振興・普及
のために尽力してきました。
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●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4～5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

寄

事業者コード M091 美味特鮮　被災地産品　お届け便 

■事業者：三菱電機ライフサービス株式会社　■問い合わせ先：三菱電機ライフサービス東京支店　ストア課

■ TEL：03-3218-9171　■ URL：http://www.mdlife.co.jp/

【新潟県】雪蔵仕込み
魚沼十日町こしひかり 10kg

商品
コード 324-042 10,000 点

【茨城県】かねふく かねふくの無着色
辛子明太子 450g×4

商品
コード 324-005 20,000 点

【新潟県産】雪蔵仕込み
魚沼十日町こしひかり 30kg

商品
コード 324-045 30,000 点

被災地の商品を自社にて制作するカタログ（お中元・お歳暮）で取扱う事で、地域の活性化を意識し世間
に広く告知しております。食品を全般に幅広くご提供していきます。

事業者コード M092 デザインと素材にこだわった家具・生活雑貨
■事業者：株式会社ワイス・ワイス　■問い合わせ先：株式会社ワイス・ワイス

■ TEL：03-5467-7001　■ URL：http://eco-items.com

クリコマ　サイドチェア　スギ （蜜蝋ワック
ス） W495mm×D565mm×H795mm

商品
コード 057 65,000 点

パル 3人掛ソファ〈クリ （クリアー） 張地:ホルムア
イボリー〉W2,120mm×D900mm×H750mm

商品
コード 001 300,000 点

ふくしま潮目　オーガニックコットン茶綿て
ぬぐい4枚セット　W900mm×D330mm

商品
コード 088 9,000 点

当社オリジナル家具のチェア・テーブル・ソファの一部商品は宮城県栗原市と大崎市で製造しています。
また、東京六本木の東京ミッドタウン内にある生活雑貨店「ワイス・ワイス トゥールス」では、福島・茨城
県産の器や小物を通年にわたり取り扱っています。

事業者コード M093 京急百貨店　法人外商部
■事業者：株式会社京急百貨店　■問い合わせ先：京急百貨店省エネ住宅お客様センター

■ TEL：0120-27-9246　■ URL：http://www.keikyu-depart.com/

【茨城県】かねふく　
無着色からし明太子 270g

商品
コード 5406-648 3,000 点

【宮城県】宮城県産つや姫 （無洗米） 
胚芽一番 10kg

商品
コード 5406-753 7,000 点

【宮城県】ウッドトップチェスト （ブラウ
ン） 幅730×奥行420×高さ645mm

商品
コード 5406-230 25,000 点

これまでの商品調達ネットワークを活かし、東日本大震災の被災地域にある事業者様または被災地域商
品の供給を受け、産直商品も含め幅広い商品を個別配送で提供しております。

事業者コード M094 吉兆楽　エコ住宅産品直売所 

■事業者：株式会社吉兆楽　■問い合わせ先：株式会社吉兆楽

■ TEL：025-783-3070　■ URL：http://www.kichorak.com/

雪蔵仕込み魚沼十日町産こしひかり 
5KG

商品
コード 015543-1 5,000 点

雪蔵仕込み魚沼十日町産こしひかり 
10KG

商品
コード 015543-2 10,000 点

雪蔵仕込み魚沼十日町産こしひかり 
15KG

商品
コード 015543-3 15,000 点

岩手県、宮城県、福島県、新潟県（十日町市）の各産地で栽培されたお米を吉兆楽雪蔵倉庫で保管しご注
文に合せて精米し直送でお送り致します。

事業者コード M086 そごう・西武 省エネ住宅ポイント交換商品
■事業者：株式会社そごう・西武　■問い合わせ先：そごう・西武　省エネポイント交換事務局

■ TEL：0120-207-771　■ URL：http://www.sogo-seibu.co.jp/gaisho/

【宮城県】仙台牛三昧4種6箱　肩ロース
410g、モモ 480g他 （総重量 2,430g）

商品
コード 711-009 50,000 点

【宮城県】仙台牛牛バラ焼肉用 450g 商品
コード 711-006 10,000 点

【宮城県】牛たんシチュー 250g×25 商品
コード 711-063 15,000 点

商品の選定については、全国に広がるお取引先ネットワークを活用して商品を集め、自社で定められた、
品質基準、商品カルテ、トレーサビリティ等により点検体制を取っています。

事業者コード M087 大丸松坂屋百貨店の「被災地産品」
■事業者：株式会社大丸松坂屋百貨店　■問い合わせ先：大丸松坂屋コールセンター

■ TEL：0120-27-9481　■ URL：http://dmdepart.jp/shouene-point/

【宮城県】宮城県産ひとめぼれ 30kg 商品
コード 5403-991 20,000 点

【宮城県】仙台牛　サーロインステーキ
200g×2枚/計400g

商品
コード 5403-720 19,000 点

【茨城県】かねふく　
無着色からし明太子 450g

商品
コード 5403-916 5,000 点

被災地事業者様の食品や雑貨、家電製品などをご用意いたしました。省エネ住宅ポイント事業を通じ
て、少しでも被災地活性化のお手伝いができればと思っております。

事業者コード M088 東急ハンズ 省エネ住宅ポイント事務局
■事業者：株式会社東急ハンズ　■問い合わせ先：東急ハンズ 省エネ住宅ポイント事務局

■ TEL：0120-515-542　■ URL：https://premium-shop.tokyu-hands.co.jp/shoenejutaku-points

【茨城県】常陸牛肩ロース
410g×3箱 計1,230g

商品
コード 82-009 30,000 点

【福島県】喜多方ラーメン25食 醤油×15・味
噌×5・塩×5 （各種麺・スープ付　麺計2kg）

商品
コード 82-016 5,000 点

【千葉県】国産豚角煮 200g×4袋、国産
豚みそ漬け 120g×12袋 計2,240g

商品
コード 82-001 10,000 点

皆様のご要望にお応えするため人気の品々を各地から集めました。

事業者コード M089 サークルKサンクスオンライン
■事業者：ときめきドットコム株式会社　■問い合わせ先：サークル K サンクスオンライン

■ TEL：0570-064-512　■ URL：http://ckec.jp/pc/to/jutaku_points.html

【宮城県】仙台牛バラ焼肉用
450g×2箱

商品
コード 1103-036 20,000 点

【岩手県】岩手産ひとめぼれ 12kg 商品
コード 1103-043 12,000 点

【岩手県】いわて短角和牛　ステーキ
サーロインステーキ 170g×3枚

商品
コード 1103-042 20,000 点

通販にて被災地の商品を取り扱うことで地域の活性化を意識し世間に広く告知しております。食品を全
般に幅広くご提供していきます。

事業者コード M090 美食サークル 

■事業者：株式会社錦堂　■問い合わせ先：カスタマーセンター

■ TEL：0570-550-224　■ URL：http://www.company.gift-nishikido.co.jp/ecopoint-m.html

【新潟県】魚沼津南コシヒカリ　
計20kg （5kg×4）

商品
コード 2310008 20,000 点

【岩手県】いわて短角和牛　
焼肉　肩ロース・もも 計500g

商品
コード 5740877 10,000 点

【宮城県】雪蔵仕込み
宮城県産ひとめぼれ 計30kg （5kg×6）

商品
コード 0830053 30,000 点

当社はこれまでも被災地の食料品等を地域と連携を取りながら販売してきました。雪蔵仕込み宮城県
産ひとめぼれや伊達ざくらポーク味噌漬、仙台牛の焼き肉等、味にもこだわりを持ったメーカー・生産者
の商品を提供しております。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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事業者コード M100 省エネ住宅エコの食卓便 

■事業者：株式会社ヨシハラ　■問い合わせ先：省エネ住宅エコの食卓便

■ TEL：0120-096-929　■ URL：http://www.syokutakubin.jp/

【新潟県】魚沼産コシヒカリ 計10kg 商品
コード 448-036 10,000 点

【千葉県】生タラバガニしゃぶしゃぶ　
計1.3kg

商品
コード 448-034 15,000 点

【茨城県】かねふく かねふくの無着色
辛子明太子 450g×2 計900g

商品
コード 448-045 10,000 点

「豊かな食卓をサポート」食卓にならぶ1品を増やす為にお肉や海鮮を幅広く皆様にご案内いたします。
皆様に安心して食べていただけるよう品質管理にこだわりました。

事業者コード M101 LIFAS　省エネ住宅ポイント交換商品（被災地商品）
■事業者：アスプランテック株式会社　■問い合わせ先：ライファス・ネット

■ TEL：0120-315-154　■ URL：http://lifas.net/

【Canon】一眼レフミラーEOS 8000D
ダブルズームキット131.9×77.8×100.9mm

商品
コード ES-8000D 150,000 点

【日立】過熱水蒸気オーブン　レンジヘルシー
シェフ 394×495×465mm パールホワイト

商品
コード NV2000-W 100,000 点

【福島県】日本製高級羽毛布団オールシーズン4
点セット【シングルセット　レッド】 150×210cm

商品
コード CMG-SS01 60,000 点

当社は、環境関連の事業を立ち上げ、震災以降、除染関連事業にも事業を拡大し、現在東北を中心とす
る企業様と共に復興事業として、被災地で生産された商品を中心に販売企画をおこなっております。

事業者コード M102 老舗の逸品　復興応援市場
■事業者：アリエリンクス株式会社　■問い合わせ先：お客様窓口

■ TEL：06-6796-7366　■ URL：http://shinise-ippin.com/

【門崎丑 （一関市産） 】特選ステーキ
セット （ヒレ肉 100g、ロース肉 150g）

商品
コード KA1 10,000 点

【岩鋳】南部鉄器　スクエアパン　浅型・深型セット
黒色 （幅24×奥24×高16.5cm・6.5kg）

商品
コード D66 18,000 点

日立　過熱水蒸気オーブンレンジ　ヘルシーシェフ
31L　パールレッド 本体外形幅:487mm

商品
コード NS8 48,000 点

当社は復興支援・住宅エコポイントの商品供給事業に携わってきました。現在も被災地を中心とした東
北エリアの商品を多数取り扱っており、被災地のメーカーや産地との良好な関係を保ち続けておりま
す。

事業者コード M103 エコdeお取り寄せ
■事業者：協園食品株式会社　■問い合わせ先：協園食品株式会社　エコ de お取り寄せ係

■ TEL：072-223-2928　■ URL：http://www.kyoen-foods.com/

【岩手県】前沢牛　ステーキ　
ロースステーキ 140g×3枚

商品
コード KEF-M126 20,000 点

【宮城県】仙台牛　焼肉　もも800g 商品
コード KEF-M153 15,000 点

【新潟県】雪蔵仕込み
魚沼十日町こしひかり 5kg

商品
コード KEF-M174 5,000 点

問屋という立場から、全国の様々なメーカー様や問屋様をご紹介頂く事が多く、被災地産品も多数取扱
をさせていただいております。特に前職がお米屋だったという経験を生かし、被災地のお米の拡販には
尽力してきました。

事業者コード M104 近鉄百貨店省エネ住宅ポイント係 

■事業者：株式会社近鉄百貨店　■問い合わせ先：近鉄百貨店省エネ住宅ポイント係

■ TEL：0120-379-001　■ URL：http://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/special/eco-p/index.html

【新潟県産】雪蔵仕込み魚沼十日町
こしひかり 20kg （5kg×4袋）

商品
コード 52-050 20,000 点

【茨城県】かねふく かねふくの無着色
辛子明太子 450g×4

商品
コード 52-062 20,000 点

【宮城県】仙台牛肩ロース 410グラム
×2箱

商品
コード 52-039 18,000 点

2011年のお中元から「がんばろう日本 東北をお買いもので応援しよう!!」をテーマに東北地方の名産
品を掲載したパンフレットを作成し、ギフトセンター、インターネットショップで販売しています。

事業者コード M095 有限会社ジーシーやまさき　省エネ住宅事務局
■事業者：有限会社ジーシーやまさき　■問い合わせ先：有限会社ジーシーやまさきコールセンター

■ TEL：0120-590-545　■ URL：http://www.eco.gcyamasaki.com

【宮城県】仙台牛リブロース
すきしゃぶ用 500g

商品
コード 220-059 18,000 点

【岩手県】岩手県産ひとめぼれ 
（ふっくらさん付） 4kg （2kg×2）

商品
コード 220-009 4,000 点

【千葉県】国産丸大豆生醤油
500mL×9

商品
コード 220-014 8,000 点

ギフト販売を中心に販売活動をしており、全国へ商品をお届けしており、インターネット販売にて被災地
へ商品供給も展開しております。

事業者コード M096 株式会社丸辰　省エネ住宅ポイント事業部
■事業者：株式会社　丸辰　■問い合わせ先：株式会社丸辰省エネ住宅カスタマーセンター

■ TEL：0120-088-265　■ URL：http://eco-marutatsu.com

【宮城県】仙台牛　しゃぶしゃぶ
肩ロース 350g・もも 450g

商品
コード 373-064 15,000 点

【宮城県】生鮮米　
宮城県産ひとめぼれ （4.5kg×2）

商品
コード 373-050 12,000 点

【福島県】喜多方ラーメン25食 醤油×15・
味噌・塩各5 （各種麺・スープ付） 乾麺

商品
コード 373-016 5,000 点

当社は、ギフト・販促商材を扱っており、被災地におけるギフト商材などを提供している実績がございま
す。食品・生活雑貨を中心に商品提供をさせて頂きます。

事業者コード M097 有限会社ササキ
■事業者：有限会社ササキ　■問い合わせ先：有限会社ササキ　省エネ住宅ポイント事業部

■ TEL：0532-53-4144　■ URL：http://www.sskgift.co.jp/

【千葉県】国産三元豚豚バラ角煮 200g
×4袋、国産豚みそ漬け 120g×12袋

商品
コード 33-032 10,000 点

【岩手県】前沢牛 　しゃぶしゃぶ 800g&
すきやき 800g

商品
コード 33-020 50,000 点

【福島県】 喜多方担々麺「ほまれ食堂」22食 （麺
80g×2・スープ・味噌だれ・ねぎ・わかめ付） ×11

商品
コード 33-002 8,000 点

当社は、ギフト事業を提供しており、全国各地に商品を提供させて頂いております。被災地域の商品提
供業者から購入して販売もしております。また、インターネット販売も行っており、全国各地へ商品をお
届けしております。

事業者コード M098 名鉄百貨店省エネ住宅ポイント係
■事業者：株式会社　名鉄百貨店　■問い合わせ先：名鉄百貨店省エネ住宅ポイント係

■ TEL：0120-505-280　■ URL：http://www.e-meitetsu.com/mds/index.html

【宮城県】仙台牛肩ロース 410g、モモ
480g、サーロイン 160g×2枚×2箱、セット

商品
コード 1101-047 40,000 点

【千葉県】国産豚角煮 200g×5袋、
国産豚みそ漬け 120g×10袋

商品
コード 1101-045 10,000 点

【宮城県】仙台牛牛バラ焼肉用 450g 商品
コード 1101-050 10,000 点

お客様や地域社会からの信頼を得ることを基本的姿勢とし、全被災地地域の食品や雑貨又は鉱工業品
を提供を致します。

事業者コード M099 ユニーの被災地支援産品
■事業者：ユニー株式会社　■問い合わせ先：ユニー住宅ポイント係

■ TEL：0570-550-890　■ URL：http://www.uny.co.jp/sp/jutakupoint/

【岩手県】前沢肉牛肩ロース 410g、モモ
480g×2箱、サーロイン 160g×2枚　セット

商品
コード 1102-037 40,000 点

【宮城県】仙台牛　すきやき　肩・肩
ロース　合計1,100g

商品
コード 1102-051 20,000 点

【茨城県】かねふく かねふくの無着色
辛子明太子 450g×2

商品
コード 1102-043 10,000 点

ユニー・サークルKサンクスは（財）みちのく未来募金を通じ被災地における進学の支援をしています。
支援活動をより強固にするため被災地地域の食品や雑貨又は鉱工業品を全国の皆様へご案内いたしま
す。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4～5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

寄

事業者コード M110 地域産品宅配SHOP
■事業者：株式会社コスモスコーポレーション　■問い合わせ先：（株）コスモスコーポレーション　和歌山 DC

■ TEL：073-499-6963　■ URL：http://www.cosmoscorp.jp/

【宮城県】仙台牛　ロースステーキ
200g×3枚&すきやき 1,000g

商品
コード 52-027 60,000 点

【岩手県】岩手産ひとめぼれ 12kg 商品
コード 52-013 12,000 点

【岩手県】前沢牛　すきやき肩ロース
650g

商品
コード 52-018 20,000 点

弊社では震災以来、既存の取引先様に対して被災地産品の企画提案を行ってまいりました。また、先般
の木材利用ポイントの事業においても一部商品ではございますが、被災地産品をご提供させていただ
いており、ご好評を頂いております。

事業者コード M111 福島県観光物産館　産直ショップ
■事業者：公益財団法人　福島県観光物産交流協会　■問い合わせ先：福島県観光物産館　

■ TEL：024-525-4031　■ URL：http://www.tif.ne.jp/bussan/bussankan/index.html

桃の恵み （190g缶×30本入） 商品
コード 01015 4,600 点

純米大吟醸　箕輪門 720mL　1本 商品
コード 01004 4,700 点

福島牛 （黒毛和牛） モモ焼き肉 
（700g）

商品
コード 02003 6,600 点

当社は福島県福島市に本拠があり、設立当初より県産品振興に関する諸事業及び県産品の販売活動を
実施し、販売促進及び宣伝普及に努めてまいりました。取引先も地場産品専門業者を選定しており、事
業の趣旨に合致しているものと考えております。

事業者コード M112 茨城県取手市商工会　とりで宿特産品SHOP
■事業者：取手市商工会　■問い合わせ先：取手市商工会

■ TEL：0297-73-1365　■ URL：http://www.toride.or.jp/

新六の奈良漬４種詰合せ（樽入）奈良
漬瓜・奈良漬胡瓜　他 合計1,170ｇ

商品
コード t1 6,200 点

山中屋の福寿草　奈良漬瓜・ふる漬・
しその実漬　他　合計1,010ｇ

商品
コード t2 3,300 点

サワトのつけもの　味合せ　６ヶ入　
てっぽう漬・ワイン楽京他　合計1,420ｇ

商品
コード t3 4,400 点

取手市商工会では、取手市特産品PR事業を展開しており、「銀座茨城マルシェ」へ継続して特産品を提供
しております。また、池袋にて開催されました「地域力宣言ニッポン全国物産展」など様々な物産展にも
特産品を提供しております。

事業者コード M105 エコdeギフト 

■事業者：株式会社コージャル　■問い合わせ先：エコ de ギフト

■ TEL：06-6136-7552　■ URL：https://eco-gift.jp/

【新潟県】こしひかり （JAえちご上越） 
20kg （5kg×4袋）

商品
コード 2405-079 18,000 点

【岩手県】前沢牛 すきやき肩ロース
650g

商品
コード 2405-018 20,000 点

【茨城県】かねふく かねふくの無着色
辛子明太子 450g×3

商品
コード 2405-001 15,000 点

（1）産地は被災地域でこだわりの産地 （2）商品は常に安全の立場から生産しております。 （3）重量、保
存方法、産地を商品リストに記載しております。 （4）提供商品の採用基準:被災地産品であること。

事業者コード M106 全国から旬な食材をお取り寄せ!旨いもの市場 

■事業者：情報工房株式会社　■問い合わせ先：情報工房株式会社

■ TEL：06-6101-8070　■ URL：http://shoene-jutaku-points.com/

【新潟県】魚沼産こしひかり 5kg 商品
コード 2404-081 5,000 点

【宮城県】仙台牛　しゃぶしゃぶ　
肩ロース 350g・もも 450g

商品
コード 2404-024 15,000 点

【茨城県】かねふく かねふくの無着色
辛子明太子 450g×4

商品
コード 2404-002 20,000 点

今なお震災の傷跡がのこる被災地の復興の一助になれればと、わたしたちは被災地産品の食品、電化
製品、キッチン用品、インテリア、寝具などを取り扱っています。みんなで被災地を応援しましょう!

事業者コード M107 大和リゾート省エネ住宅ポイント交換商品事務局
■事業者：大和リゾート株式会社　■問い合わせ先：大和リゾート省エネ住宅ポイント事務局

■ TEL：0120-622-972　■ URL：http://www.daiwaresort.jp/koukan/

【岩手県】前沢牛
しゃぶしゃぶ 800g&すきやき 800g

商品
コード 86-013 50,000 点

【岩手県】前沢牛
ヒレステーキ 120g×5枚

商品
コード 86-009 30,000 点

【福島県】　喜多方ラーメン「一平」醤
油味 80g×40食

商品
コード 86-070 10,000 点

商品の選定については全国に広がるお取引先ネットワークを活用して商品を集め、被災地復興の支援
と、産業の活性化を目的とした商品を選出します。

事業者コード M108 マックスヒルズ・省エネ住宅ポイント窓口
■事業者：株式会社マックスヒルズ　■問い合わせ先：株式会社マックスヒルズ省エネ住宅ポイント窓口

■ TEL：0120-99-5284　■ URL：http://www.maxhills.co.jp/shoene-points/

【岩手県産】前沢牛　肩・肩ロース
すきやき・しゃぶしゃぶ用 計450g

商品
コード MH-M-0013 12,000 点

【宮城県産】仙台牛　肩・肩ロースすき
やき・しゃぶしゃぶ用 計800g

商品
コード MH-M-0042 20,000 点

【茨城県産】常陸牛　ロースステーキ
160g×4枚 計640g

商品
コード MH-M-0094 30,000 点

（1）生産地・生産地域が確認できる商品 （2）商品の品質管理及び安定供給が可能であるもの。 （3）地
産品は一括表示ラベルで表記されているもの。 （4）上記（1）～（3）が整備されているもの。

事業者コード M109 株式会社メリックス
■事業者：株式会社メリックス　■問い合わせ先：（株）メリックス　省エネ住宅ポイント係

■ TEL：0120-212-568　■ URL：http://point-gift.com

【宮城県】仙台牛A5ランク 
モモステーキ 100g×8枚

商品
コード 187-003 20,000 点

【新潟県】魚沼産こしひかり 15kg 商品
コード 187-030 15,000 点

【千葉県】国産三元豚豚バラ角煮 200g
×4袋、豚ロースみそ漬け 120g×12袋

商品
コード 187-670 10,000 点

通販ギフトを展開しており、全国の商品を取り扱っており、被災地の特産品や産地直送品を取り揃えまし
た。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

インターネット上の手続きが必要となる商品については、各事業者から通知が送付されます。通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。電50

事業者コード P005 かるまい共通商品券 [岩手県]

■事業者：軽米ショッピングカード会　■問い合わせ先：軽米ショッピングカード会

■ TEL：0195-46-2711　■ URL：http://www.shokokai.com/karumai/

300,000円分 商品
コード 1 300,000 点

200,000円分 商品
コード 2 200,000 点

100,000円分 商品
コード 3 100,000 点

軽米町内約110店舗で使用できます。

事業者コード P006 べっぴん商品券 [岩手県]

■事業者：久慈市商業協同組合　■問い合わせ先：久慈市商業協同組合

■ TEL：0194-53-2000　

1,000円券×299枚 
（総額299,000円分）

商品
コード 299000 300,000 点

1,000円券×100枚 
（総額100,000円分）

商品
コード 100000 101,000 点

1,000円券×10枚 
（総額10,000円分）

商品
コード 10000 11,000 点

久慈市全域と野田村の一部の久慈市商業協同組合に加盟する約180店舗で利用できます。有効期限は
発行日から5年間です。ゆうパックで郵送します。

事業者コード P007 くずまき商品券 [岩手県]

■事業者：くずまき商業協同組合　■問い合わせ先：くずまき商業協同組合

■ TEL：0195-66-2658　■ URL：http://www.shokokai.com/kuzumaki/

10,000円分 商品
コード k-003 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード k-002 5,000 点 d

1,000円分 商品
コード k-001 1,000 点 d

くずまき商業協同組合の加盟店約106店舗で利用可能な商品券です。

事業者コード P008 雫石町共通商品券 [岩手県]

■事業者：協同組合　雫石町サービス店会　■問い合わせ先：協同組合　雫石町サービス店会

■ TEL：019-692-3321　■ URL：http://www.shokokai.com/shizukuishi

10,000円分 商品
コード 004 10,000 点 d

3,000円分 商品
コード 002 3,000 点 d

1,000円分 商品
コード 001 1,000 点 d

「雫石町共通商品券」は町内54店舗で使えます。雫石町内の焼肉店やラーメン店、お食事、宴会などに
も使えるほか、食料品、衣料品、薬の購入やタクシー代、ホテルの宿泊やガソリン代の支払いにも使える
便利な商品券です。使用期限はありません。

事業者コード P009 せんまや商品券 [岩手県]

■事業者：せんまや共通商品券協同組合　■問い合わせ先：せんまや共通商品券協同組合

■ TEL：0191-53-2735　

99,500円分 商品
コード 100000 100,000 点

49,500円分 商品
コード 50000 50,000 点

9,500円分 商品
コード 10000 10,000 点

岩手県一関市千厩町内の電気店、ホームセンター、スーパー等約120店舗で使用できる商品券です。

被災地商品券等

事業者コード P001 はちのへ共通商品券 [青森県]

■事業者：はちのへ共通商品券協同組合　■問い合わせ先：はちのへ共通商品券協同組合

■ TEL：0178-71-1991　■ URL：http://www.syohinken.jp/

299,000円分 商品
コード H299 300,000 点

19,000円分 商品
コード H19 20,000 点

11,000円分 商品
コード H11 12,000 点

はちのへ共通商品券は市内約460店舗で使える!身近な街の商品券です。

事業者コード P002 岩手町共通商品券 [岩手県]

■事業者：岩手町商業協同組合　■問い合わせ先：岩手町商業協同組合

■ TEL：0195-62-2244　

500円券・
100,000円分

商品
コード 500-200 100,000 点 d

500円券・
10,000円分

商品
コード 500-20 10,000 点 d

500円分 商品
コード 500-1 500 点 d

岩手県の岩手郡岩手町、町内の共通商品券で町内加盟店約120店舗で使用できる商品券です。

事業者コード P003 えさし共通商品券 [岩手県]

■事業者：えさし共通商品券協同組合　■問い合わせ先：えさし共通商品券協同組合

■ TEL：0197-35-2514　■ URL：http://www.oshucci.com/

299,000円分 商品
コード 300000 300,000 点

99,000円分 商品
コード 100000 100,000 点

9,500円分 商品
コード 10000 10,000 点

岩手県奥州市江刺区内加盟店約115店舗で使用できます。有効期限はありません。交換ポイントには、
送料500円または1,000円を含みます。カタログ掲載の他にも交換商品がございます。お問合せくださ
い。

事業者コード P004 大船渡地域商品券 [岩手県]

■事業者：大船渡商工会議所　■問い合わせ先：大船渡商工会議所

■ TEL：0192-26-2141　■ URL：http://www.ofunatocci.or.jp/

300,000円分 商品
コード 8 300,000 点 d

100,000円分 商品
コード 7 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード 5 10,000 点 d

大船渡市内の地域商品券加盟店にてご利用できる商品券です。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 被 災 地 商 品 券 等

各事業者からの通知を受領した上で、各事業者窓口にてお受け取りいただけます。窓 ※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて

いる商品があります。ご注意ください。
●商品券等には、有効期限のあるものがございます。詳細は

各事業者へお問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

マークの説明
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事業者コード P015 むろね共通商品券 [岩手県]

■事業者：むろね商業協同組合　■問い合わせ先：むろね商業協同組合

■ TEL：0191-64-2063　

100,000円分 商品
コード M1 100,000 点 d

50,000円分 商品
コード M2 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード M3 10,000 点 d

岩手県一関市室根町の45加盟店で利用可能な共通商品券です。

事業者コード P016 NACS商品券 [岩手県]

■事業者：協同組合盛岡南ショッピングセンター　■問い合わせ先：盛岡南ショッピングセンター　事務局

■ TEL：019-672-1810　■ URL：http://siwa-nacs.com/

50,000円分 商品
コード NACS50000 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード NACS10000 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード NACS1000 1,000 点 d

盛岡南ショッピングセンター内のテナント（食品スーパーを含む約20店舗）と紫波町ポイントカード会の
加盟店（約70店舗）で使用できます。商品券の使用期限はありません。

事業者コード P017 協同組合柴田スタンプ会商品券 [宮城県]

■事業者：協同組合柴田スタンプ会　■問い合わせ先：協同組合柴田スタンプ会

■ TEL：0224-54-2207　■ URL：http://www02.jet.ne.jp/~shokokai/

50,000円
1,000円×50セット

商品
コード J004 50,000 点 d

10,000円
1,000円×10セット

商品
コード J003 10,000 点 d

1,000円
1,000円×1セット

商品
コード J001 1,000 点 d

宮城県柴田郡柴田町で柴田スタンプ会加盟店約50店舗で使用できます。

事業者コード P018 日専連MELON商品券 [宮城県]

■事業者：株式会社日専連ライフサービス　■問い合わせ先：日専連ライフサービス

■ TEL：022-267-9222　■ URL：http://www.nissenren-sendai.or.jp/

300,000円分 商品
コード M300000 300,000 点

100,000円分 商品
コード M100000 100,000 点

50,000円分 商品
コード M50000 50,000 点

宮城県内の日専連加盟店（約10,000店）でご利用できます。

事業者コード P010 すずらん商品券 [岩手県]

■事業者：遠野すずらん振興協同組合　■問い合わせ先：遠野すずらん振興協同組合

■ TEL：0198-62-0575　

100,000円分 商品
コード 003 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード 001 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード 004 1,000 点 d

岩手県遠野市内の組合加盟店134店舗でのお買物にご利用いただけます。お釣りはお出しいたしませ
ん。

事業者コード P011 八幡平市共通商品券 [岩手県]

■事業者：八幡平市商工会　■問い合わせ先：八幡平市商工会

■ TEL：0195-76-2040　■ URL：http://www.shokokai.com/hachimantai/

50,000円分 商品
コード 004 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード 007 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード 009 5,000 点 d

八幡平市内の商店、ホテル、温泉、スキー場など約250の施設で利用できる商品券

事業者コード P012 ひらいずみ共通商品券 [岩手県]

■事業者：ひらいずみ商業協同組合　■問い合わせ先：ひらいずみ商業協同組合（平泉商工会内）

■ TEL：0191-46-3560　

299,500円分 商品
コード SJ300000 300,000 点

199,500円分 商品
コード SJ200000 200,000 点

99,500円分 商品
コード SJ100000 100,000 点

岩手県平泉町の ひらいずみ商業協同組合加盟店約80店舗で利用できる商品券です。

事業者コード P013 ふじさわ共通商品券 [岩手県]

■事業者：藤沢商業協同組合　■問い合わせ先：藤沢商業協同組合（一関商工会議所藤沢支所内）　

■ TEL：0191-63-2050　

100,000円分 商品
コード F-100000 100,000 点 d

50,000円分 商品
コード F-50000 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード F-10000 10,000 点 d

岩手県一関市藤沢町内の店舗、約80店でご利用できる商品券です。額面は500円券の商品券です。有
効期限はありません。

事業者コード P014 普代村共通商品券 [岩手県]

■事業者：普代商工会　■問い合わせ先：普代商工会

■ TEL：0194-35-2132　■ URL：http://www.shokokai.com/fudai/

50,000円分 商品
コード F50000 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード F10000 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード F5000 5,000 点 d

普代村内加盟店約50店舗でご利用いただけます。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

インターネット上の手続きが必要となる商品については、各事業者から通知が送付されます。通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。電52

事業者コード P024 福島宿泊券 [福島県]

■事業者：福島県旅館ホテル生活衛生同業組合　■問い合わせ先：福島県旅館ホテル生活衛生同業組合

■ TEL：024-521-1448　■ URL：http://www.fukushimaryokan.com/

30,000円分 商品
コード FS30 30,000 点

15,000円分 商品
コード FS15 15,000 点

5,000円分 商品
コード FS01 5,000 点

ご用意した宿泊券は1万円券と5千円券の2種類。福島県内の組合加盟している約300軒の登録施設で
旅館、ホテル等のご宿泊にご使用いただけます。なお、お釣銭はご返金いたしませんのでご了承くださ
い。

事業者コード P025 ももりんポイントカード加盟店共通お買い物券 [福島県]

■事業者：株式会社福島まちづくりセンター　■問い合わせ先：株式会社福島まちづくりセンター

■ TEL：024-522-4841　■ URL：http://fmcnet.co.jp/point/point.html

50,000円分 商品
コード M005 50,500 点

10,000円分 商品
コード M001 10,400 点

5,000円分 商品
コード M002 5,400 点

福島市内約108店舗で使用できます。なお、おつりはでます。　有効期限:発行日より3ヶ月。

事業者コード P026 船引町商業連合協同組合加盟店共通商品券 [福島県]

■事業者：船引町商業連合協同組合　■問い合わせ先：船引町商業連合協同組合

■ TEL：0247-82-4264　■ URL：http://www.shokokai.or.jp/hunehiki

500円券×200枚 
（総額100,000円分）

商品
コード 10-200 100,000 点 d

500円券×20枚 
（総額10,000円分）

商品
コード 10-110 10,000 点 d

500円券×1枚 
（総額500円分）

商品
コード 10-010 500 点 d

福島県田村市船引町に立地し、船引町商業連合協同組合に加盟する107店舗・事業所で利用できます。
商品券は、当組合窓口での手渡しとなります。商品券の額面は1枚500円です。

事業者コード P027 保原町共通商品券 [福島県]

■事業者：保原町商業協同組合　■問い合わせ先：保原町商業協同組合

■ TEL：024-575-2284　■ URL：http://www.do-fukushima.or.jp/hobara/kukurusu/index.html

1,000円×50枚 
（総額50,000円分）

商品
コード E05 50,000 点 d

1,000円×30枚 
（総額30,000円分）

商品
コード E03 30,000 点 d

1,000円×10枚 
（総額10,000円分）

商品
コード E01 10,000 点 d

福島県伊達市保原町内の加盟店約130店舗で使用できる商品券です。

事業者コード P028 南会津町商業振興協同組合　商品券 [福島県]

■事業者：南会津町商業振興協同組合　■問い合わせ先：南会津町商業振興協同組合　

■ TEL：0241-62-0329　

50,000円分 商品
コード mnmc 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード mnmb 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード mnma 5,000 点 d

加盟店52店舗でお使いいただけます。

事業者コード P019 みやぎ生協コープ商品券 [宮城県]

■事業者：みやぎ生活協同組合　■問い合わせ先：コープ東北　店舗営業企画室

■ TEL：022-772-6281　■ URL：http://www.miyagi.coop/

1,000円券×300枚 
（総額30万円分）

商品
コード 300000 300,000 点

1,000円券×10枚 
（総額1万円分）

商品
コード 10000 10,000 点

1,000円券×1枚 
（総額1千円分）

商品
コード 1000 1,000 点

【使用可能エリア】宮城県内 みやぎ生活協同組合の全48店舗でご利用いただけます。

事業者コード P020 こおりやま全市元気応援商品券 [福島県]

■事業者：郡山商工会議所　■問い合わせ先：郡山商工会議所　経営支援課

■ TEL：024-921-2621　■ URL：http://www.ko-cci.or.jp/index.php

100,000円分 商品
コード 100000 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点 d

5,000円分 商品
コード 5000 5,000 点 d

郡山市内約400店舗で使用できる商品券です。商品券の有効期間は発行日（お渡し日）から6ヶ月間で
す。額面1,000円の商品券をポイント数に応じて交換しております。当所窓口での引換えとなります。

事業者コード P021 下郷町商店振興協同組合共通商品券 [福島県]

■事業者：下郷町商店振興協同組合　■問い合わせ先：下郷町商工会

■ TEL：0241-67-3135　■ URL：http://shimogo-sk.or.jp

50,000円分 
（配送・郵送）

商品
コード sg-6 50,500 点

50,000円分 商品
コード sg-3 50,000 点 d

10,000円分 
（配送・郵送）

商品
コード sg-5 10,500 点

下郷町に所在する加盟店が発行する商品券で、同地域に所在する加盟店及び協力店含め約39店舗で
サービスを受けられます。また、額面500円及び1,000円の単券2種類を発行し、お買い物の際には、釣
銭及び現金との引換も致しません。

事業者コード P022 棚倉ときめき商品券 [福島県]

■事業者：協同組合棚倉町商工振興会　■問い合わせ先：協同組合棚倉町商工振興会

■ TEL：0247-33-3161　■ URL：http://www.uyou.gr.jp/tanagura-shoukou/tokimeki.html

1,500円分 商品
コード 3 1,500 点 d

1,000円分 商品
コード 2 1,000 点 d

500円分 商品
コード 1 500 点 d

協同組合棚倉町商工振興会に加盟する142店舗で使用できる「棚倉ときめき商品券」額面500円券1枚
をポイント500点ごとに交換します。上限はありません。

事業者コード P023 二本松市共通商品券 [福島県]

■事業者：二本松商工会議所　■問い合わせ先：二本松商工会議所

■ TEL：0243-23-3211　■ URL：http://www.nihonmatsu-cci.or.jp/

100,000円分 商品
コード 100 100,000 点 d

10,000円分 商品
コード 10 10,000 点 d

1,000円分 商品
コード 1 1,000 点 d

二本松商工会議所の会員で商品券事業加盟店約310店舗でご利用いただけます。有効期限はなし。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 被 災 地 商 品 券 等

各事業者からの通知を受領した上で、各事業者窓口にてお受け取りいただけます。窓 ※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて

いる商品があります。ご注意ください。
●商品券等には、有効期限のあるものがございます。詳細は

各事業者へお問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

マークの説明
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事業者コード P033 ふれあいカード共通商品券 [埼玉県]

■事業者：久喜カード事業協同組合　■問い合わせ先：久喜カード事業協同組合

■ TEL：0480-29-1452　■ URL：http://www.kuki-sci.or.jp/kuki/fureka/index.html

300,000円分 
（500円券×600枚）

商品
コード ksci01 300,000 点

100,000円分 
（500円券×200枚）

商品
コード ksci02 100,000 点

50,000円分 
（500円券×100枚）

商品
コード ksci03 50,000 点

久喜カード事業協同組合加盟店で利用できる額面500円の商品券。久喜市内の67店舗で利用可能。日
販品販売店、電気店、旅行会社等様々な業種の店舗がございます。有効期限6ヶ月。

事業者コード P040 栗橋地域共通商品券 [埼玉県]

■事業者：久喜市商工会栗橋支所　■問い合わせ先：久喜市商工会栗橋支所

■ TEL：0480-52-1559　■ URL：http://www.syokoukai.or.jp/kurihashi/

10,000円分
（500円商品券×20枚）

商品
コード kuri10000 10,000 点

5,000円分
（500円商品券×10枚）

商品
コード kuri5000 5,000 点

500円分 商品
コード kuri500 500 点

久喜市栗橋地区の約120店舗で使用できます。 有効期限:発行日より6カ月。

事業者コード P034 習志野市内共通商品券 [千葉県]

■事業者：習志野市商店会連合会　■問い合わせ先：習志野市商店会連合会

■ TEL：047-455-1955　■ URL：http://www.shopland-n.com

100,000円分 商品
コード nara100000 100,000 点

50,000円分 商品
コード nara50000 50,000 点

10,000円分 商品
コード nara10000 10,500 点

習志野市内約400店舗で、商品券に記載の金額に相当する物品の販売、サービスの提供を受けること
ができる、習志野市商店会連合会が発行する商品券。有効期間は発行から5か月間。※50,000pt以上
の申請については送料を当連合会が負担します。

事業者コード P036 ジェフグルメカード　特定被災区域限定お食事券　 [被災地全域]

■事業者：株式会社　ジェフグルメカード　■問い合わせ先：株式会社　ジェフグルメカード

■ TEL：0120-150-563　■ URL：http://www.jfcard.co.jp/index.html

100,000円分 商品
コード 100000 100,000 点

50,000円分 商品
コード 50000 50,000 点

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点

特定被災区域内約3,400店の加盟外食店舗でご利用頂けるお食事券です。ファミリーレストラン、ファ
ストフード、居酒屋、商業施設のレストラン街等で幅広く外食をお楽しみ頂けます。有効期限はありませ
ん。1万点以上ご交換の場合、配送料は無料です。

事業者コード P029 霊山町共通商品券 [福島県]

■事業者：協同組合霊商スタンプ会　■問い合わせ先：協同組合霊商スタンプ会

■ TEL：024-586-2979　■ URL：http://blog.goo.ne.jp/yasumansyo

1,000円×100枚 
（総額100,000円分）

商品
コード S03 100,000 点 d

1,000円×50枚 
（総額50,000円分）

商品
コード S02 50,000 点 d

1,000円×10枚 
（総額10,000円分）

商品
コード S01 10,000 点 d

旧霊山町町内（66店）

事業者コード P030 黒羽温泉　五峰の湯　入浴券（大人） [栃木県]

■事業者：栃木県　大田原市　■問い合わせ先：大田原市商工観光課観光交流係

■ TEL：0287-23-8709　■ URL：http://www.city.ohtawara.tochigi.jp

（大人）15,000円分 商品
コード KG15000 15,000 点 d

（大人）10,000円分 商品
コード KG10000 10,000 点 d

（大人）5,000円分 商品
コード KG5000 5,000 点 d

黒羽温泉　五峰の湯で利用できます。

事業者コード P031 大田原市子育て支援券 [栃木県]

■事業者：栃木県　大田原市　■問い合わせ先：大田原市商工観光課商工振興係

■ TEL：0287-23-8709　■ URL：http://www.city.ohtawara.tochigi.jp

100,000円分 商品
コード KS100000 100,000 点 d

50,000円分 商品
コード KS50000 50,000 点 d

10,000円分 商品
コード KS10000 10,000 点 d

栃木県大田原市内の取扱店約550店舗で使用可。

事業者コード P032 茂木町共通商品券 [栃木県]

■事業者：茂木町商工会　■問い合わせ先：茂木町商工会

■ TEL：0285-63-0325　■ URL：http://motegi.shokokai-tochigi.or.jp

299,500円分 商品
コード mk1 300,000 点

100,000円分 商品
コード mk4 100,500 点

5,000円分 商品
コード mk8 5,500 点

茂木町町内商工業者約355事業所で使える商品券。

事業者コード P039 和食屋なす野お食事券 [栃木県]

■事業者：株式会社　なす野　■問い合わせ先：和食屋なす野

■ TEL：0287-64-1005　■ URL：http://www.geocities.jp/nasnoh/index.htm

300,000円分 商品
コード 8 300,000 点

50,000円分 商品
コード 5 50,000 点

10,000円分 商品
コード 1 10,000 点

栃木県那須塩原市和食屋なす野で使用できるお食事券です。



▶▶▶ht tp://shoenejutaku-points . jp 被 災 地 商 品 券 等
掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイント
ホームページをご覧ください。

インターネット上の手続きが必要となる商品については、各事業者から通知が送付されます。通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。電

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。54

事業者コード P037 えらべるブランドシリーズ被災地復興支援特別カタログ [被災地全域]

■事業者：株式会社ユナイテッドスペース　■問い合わせ先：ユナイテッドスペース　ポイント窓口

■ TEL：0120-01-9577　■ URL：http://point-e.jp/unitedspes

「ハクチョウ」コース 
（20,000円相当分）

商品
コード 289901104 20,000 点

「キビタキ」コース 
（10,000円相当分）

商品
コード 289901103 10,000 点

「ヒバリ」コース 
（5,000円相当分）

商品
コード 289901102 5,000 点

被災地のグルメ商材ばかりを集めたチョイスカタログギフトです。「選ぶ楽しみと食べる楽しみ」おいし
く食べて被災地を支援しましょう。カタログギフトの会社ならではのルートで岩手県産の前沢牛や宮城
県産のひとめぼれなどと交換ができます。

事業者コード P041 被災地復興支援　特別宿泊券 [被災地の複数県]

■事業者：株式会社ユナイテッドスペース　■問い合わせ先：ユナイテッドスペース　ポイント窓口

■ TEL：0120-01-9577　■ URL：http://point-e.jp/unitedspes

「ミヤギノハギ」コース 
（75,000円相当分） 1枚

商品
コード 289901003 75,000 点

「キリ」コース 
（53,000円相当分） 1枚

商品
コード 289901002 53,000 点

「リンゴノハナ」コース 
（32,000円相当分） 1枚

商品
コード 289901001 32,000 点

被災地域にある高級温泉旅館・高級シティーホテルを選べる宿泊券。交換の申請後、宿泊できるホテル
のカタログと1年間有効の宿泊クーポンをお送りします。被災地を直接訪れることで地域の活性化をお
手伝いしましょう。

事業者コード P042 ファームス産直ショップE商品券 [被災地全域]

■事業者：ファームス有限会社　■問い合わせ先：ファームス有限会社　省エネポイント係

■ TEL：03-5411-7198　■ URL：http://www.farms.jp/point/

10万円分 商品
コード E001 100,000 点 j

5万円分 商品
コード E002 50,000 点 j

3万円分 商品
コード E003 30,000 点 j

専用Webサイト内で、被災地産品のご購入にご利用いただけるネットショッピング専用商品券、商品券
の有効期限は発行より6ヶ月。実際のカードは発行されません、配送・郵送にてID・パスワードをお届け
いたします。必要ポイント数に送料は含まれております。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて

いる商品があります。ご注意ください。
●商品券等には、有効期限のあるものがございます。詳細は

各事業者へお問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

マークの説明



鉄道／バス／フェリー／その他〈乗車券等〉

米・穀類／惣菜・調味料／飲料／酒類

電化製品／ファッション・小物／文具・事務用品／キッチン・日用品
雑貨／インテリア・寝具／工芸品／住宅・園芸用品／その他

〈食料品〉

〈生活用品等〉

エコ商品 ＞＞＞ P56～

商品・商品券等との交換

※環境保全に関する取組を進める企業が、 ①省エネ・地球温暖化防止 ②リサイクル・廃棄物対策 ③自然保護・生物多様性保
全 ④森林の保全・緑化 ⑤大気・水・土壌環境の保全 ⑥化学物質対策 ⑦総合環境政策（環境教育・人材育成、グリーン購
入）いずれかの環境配慮性に該当する商品を選定しています。

省エネ・環境配慮に
優れた商品

エコ商品券等 ＞＞＞ P63～



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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エコ 商 品

事業者コード F001 エコノスセレクト	 g 0.1

■事業者：株式会社エコノス　■問い合わせ先：株式会社エコノス

■ TEL：03-6228-3377　■ URL：http://www.eco-nos.com/

iRobot ロボット掃除機
ルンバ800シリーズ【国内正規品】

商品
コード 395 62,000 点

ダイソン　DC62　モーターヘッド　
コンプリート　211×1,180×208mm

商品
コード 469 72,000 点

レイコップ　ふとんクリーナー　レイコップライト
ホワイト　幅300×長さ352×高さ150.5mm

商品
コード 420 26,000 点

当社ではエコ商品として消費電力に配慮された電化製品や、森林保全に資する生活用品などを選定し
ています。電化製品は製造メーカーの明確な基準がある商品や、省エネラベル対象商品など、明確な省
エネ基準を根拠としており、生活用品は第三者認証機関により認定された商品などが基準です。

事業者コード F002 お勧め環境プラスアルファ	 g 0.1

■事業者：株式会社アルファーブレインズ　■問い合わせ先：アルファーブレインズ　省エネポイント窓口

■ TEL：0120-502-509　■ URL：http://www.alpha-b.co.jp

【シャープ】COCOROBO　幅325×高さ
75×奥行325 mm　カラー:オフホワイト

商品
コード 88-341 50,000 点

【レイコップ】ふとん専用ダニクリーナー
カラー:パールホワイト

商品
コード 6420-007 38,000 点

【日立工機】家庭用高圧洗浄機
カラー:ブルー

商品
コード 88-332 24,000 点

自然エネルギーを活用、電気・ガスなどのエネルギーや水道などの使用量削減、再生原料の使用、天然
資源の破壊を伴わない製品などを基準としています。

事業者コード F003 内海産業　復興応援プロジェクト	 g 0.2

■事業者：内海産業株式会社　■問い合わせ先：内海産業ポイント交換問合せ窓口

■ TEL：03-6311-9985　■ URL：http://www.utsumi-sp.co.jp/s-point/

象印　空気清浄機 （カラー:ホワイト） 
幅39.5×奥行12.5×高さ41.5cm

商品
コード 552000004 18,000 点

16型折りたたみコンパクト自転車 
（シルバー）

商品
コード 552000008 18,000 点

高圧洗浄機スペシャルセット 
（本体:約幅26.5×奥行21×高さ44cm）

商品
コード 552000005 14,000 点

商品の選定に関しましては、『電気・ガスなどのエネルギーや、水道の使用量を削減』、『自然エネルギー
を活用』、『天然資源の破壊を伴わない』などを基準として検討しており、ソーラー電波時計など生活を
便利にする商品も取り揃えております。

事業者コード F004 エニシルエコ産品	 g 0.1

■事業者：株式会社エニシル　■問い合わせ先：エニシル省エネ住宅ポイント商品交換事務局

■ TEL：0120-22-4648　■ URL：http://www.enicil.co.jp/shouene-point/

ライオン　ナノ洗浄バラエティ洗剤　6種セット 
（ナノックス、ナノックス詰替、手間なしブライト他）

商品
コード 5305-221 5,000 点

象印　マイコン炊飯ジャー （1升） 　
ステンレス

商品
コード 5305-442 20,000 点

WMF　パーフェクトプラス　圧力鍋 
（18cm・2.5L）

商品
コード 5305-027 30,000 点

『自然エネルギーを活用』、『電気・ガスなどのエネルギーや、水道の使用量を削減』、『再生原料を使用』、
『天然資源の破壊を伴わない』などを基準に製品を選定し採用しております。

事業者コード F005 ぱーそなるたのめーる	 i 

■事業者：株式会社大塚商会　■問い合わせ先：ぱーそなるたのめーるインフォメーション

■ TEL：0120-326-270　■ URL：http://www.tanomail.com/

エプソン （IC6CL70L　インク
カートリッジ） Lサイズ　6色パック

商品
コード 323-5096 9,799 点

TANOSEE　A4フラットファイル
ブルー　100冊入

商品
コード 719-1084 4,060 点

AGF　ブレンディ詰替用 200g 商品
コード 269-6904 1,520 点

（財）日本環境協会エコマーク事務局が制定したエコマーク、グリーン購入ネットワーク（GPN）が運営す
る「エコ商品ねっと」に掲載されている商品、グリーン購入法適合マーク商品を選定しています。

事業者コード F006 通販生活でお馴染みカタログハウスのエコ商品	g 0.1

■事業者：株式会社カタログハウス　■問い合わせ先：商品ご相談課

■ TEL：0120-701-567　■ URL：http://www.cataloghouse.co.jp/company/

引出し食器棚　下台のみ （ホワイト）
幅80×奥行49 （引出し時86） ×高さ98cm

商品
コード 416033703 121,800 点

リサイクル・廃棄対策　浄水器シーワン
4.5タイプ 幅9.1×奥行20.5×高さ28cm

商品
コード 416029901 41,600 点

リサイクル・廃棄対策　メディカル枕 
（約） 縦45×横75×厚さ13cm

商品
コード 416023401 11,000 点

通販生活でお馴染みのカタログハウスでは地球と生物に迷惑をかけない商品、永持ちする商品、いつで
も修理できる商品を販売しています。詳しくは小社ウェブの「カタログハウスの商品憲法」をご覧くださ
い。

事業者コード F007 京王百貨店のエコ商品	 g 0.1

■事業者：株式会社京王百貨店　■問い合わせ先：京王百貨店　省エネ住宅ポイント商品交換窓口

■ TEL：0120-069-100　■ URL：http://info.keionet.com/shouenepoint/index.html

RYOBI　家庭用高圧洗浄機
AJP1310 カラーイエロー

商品
コード 864-320 22,000 点

【ダイソン】タービンヘッドキャニスター型掃除機
W192H253D361mm色:アイアン/サテンブルー

商品
コード 864-368 75,000 点

アイリスオーヤマ
LEDシーリングライト8畳用調光

商品
コード 864-327 20,000 点

1.自然資源を有効利用した素材を使用 2.リサイクル可能またはリサイクルされた部品材料を使用 
3.人と自然を守る生産過程を経たもの 4.廃棄時に自然を破壊しないもの 5.省エネルギーまたはク
リーンエネルギーなものを選定基準としております。

事業者コード F008 サンファニー　エコストア	 g 0.1

■事業者：株式会社三喜　■問い合わせ先：株式会社三喜

■ TEL：03-6666-9019　■ URL：http://www.sunfunny.co.jp

WWF　トイレットペーパー　12ロール　8個
[ブルー]/30m巻 （約114mm×2枚重ね）

商品
コード S50-0057 8,000 点

泉州こだわりエコタオルセット/ （330×
900mm） ×1、 （330×340mm） ×1

商品
コード S50-0001 2,000 点

【CASIO】電波ソーラーG-SHOCK/ 
（52×46.4×14.9mm）

商品
コード S50-0033 26,000 点

「毎日使っているモノを見直して環境に配慮した素材を選ぼう」をコンセプトにエコマーク、リサイクル
マークはもちろん森林保護、自然保護に貢献できる商品を中心に採用。 また法人を対象に交換可能な
商品も掲載。WEBにて新商品等を随時掲載していきます。

事業者コード F009 シャディのおすすめエコ商品	 g 0.1

■事業者：シャディ株式会社　■問い合わせ先：シャディ　省エネ住宅ポイント交換商品事務局

■ TEL：0120-48-0170　■ URL：http://shaddy.jp/shouene-point/

ウルトラアタックNeoバラエティーセット （ウルト
ラアタックネオ2,560g・キュキュット1,440mL）

商品
コード 155246128 5,000 点

象印　IH炊飯ジャー （5.5合） 　
ダークブラウン

商品
コード 155246438 30,000 点

サーモス　真空保温調理器シャトルシェフ 
（20cm・3L） 　クリアステンレス

商品
コード 155246888 20,000 点

『自然エネルギーを活用』、『電気・ガスなどのエネルギーや、水道の使用量を削減』、『再生原料を使用』、
『エコマーク認証品』など環境に配慮した商品をご提供致します。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 エ コ 商 品

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

事業者による環境保全に関する取組

エコ商品を提供するのは、ISO14001やエコアクション21などの環境
マネジメントシステムに関する何らかの第三者認証を取得している事
業者、または、環境保全効果が高い鉄道・バス・船舶の利用に係る乗車
券等を提供する事業者です。それ以外の事業者は、本制度を通じて交
換されたエコ商品の必要ポイント数の合計（1ポイント=1円換算）の
0.1%以上を環境保全活動を行う団体等に対し寄附をしています。

認 第三者認証取得事業者　交 公共交通事業者　寄 環境寄附する事業者
（数字は寄附率［％］）
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●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

事業者コード F015 チップワンストップ　電子部品・半導体のネット通販	 i 

■事業者：株式会社チップワンストップ　■問い合わせ先：株式会社チップワンストップ

■ TEL：045-470-8750　■ URL：http://www.chip1stop.com/

LED照射ライト　
広角タイプ 表面ガラス:スモーク

商品
コード ECO-074 18,210 点

省エネ・長寿命のLED電球　
昼白色タイプ （口金/E26）

商品
コード ECO-113 9,900 点

省エネ・長寿命のLED電球　
電球色タイプ （口金/E26）

商品
コード ECO-114 9,900 点

当社ではエコ商品として消費電力に配慮された製品やリサイクル品など環境に配慮された製品を中心
に選定しております。

事業者コード F016 省エネ・エコ商品の eco for you	 g 1

■事業者：ステップチェンジ株式会社　■問い合わせ先：エコ・フォー・ユー

■ TEL：045-263-6651　■ URL：http://www.eco4u.jp/

生ゴミ処理機「ゼロボックス」
サイズ （約） 幅37×奥行42.5×高さ68.5cm

商品
コード E4UEP3-050 71,500 点

【ソネット】台所用洗剤 1L 商品
コード E4UEP3-034 1,840 点

Panasonic エネループ
（単3型4本セット）

商品
コード E4UEP3-041 2,300 点

当社の取扱商品は「省エネ商品」「自然エネルギー利用商品」「ごみの削減に貢献する商品」「エコスタイ
ル商品」「環境保全・環境教育商品」「環境生活レベル見える化商品」のいずれかに該当するものに限定し
販売しております。

事業者コード F017 ハッピープラスエコショップ　ぱるえむ	 g 0.2

■事業者：株式会社ぱるえむ　■問い合わせ先：ハッピープラスエコショップ　ぱるえむ

■ TEL：025-543-5358　■ URL：http://www12.plala.or.jp/paruemu/

パナソニック　LEDシーリングライト
6畳用丸型タイプふちなし　調光式

商品
コード HH-LC5 28,000 点

パナソニック ナノケアー温冷ヘッドスパ
ドライヤー （白） 発売日2014年9月

商品
コード EH-NA9 20,000 点

パナソニック　IHジャー炊飯器
（5.5合炊き） 　白

商品
コード SR-HB10 33,000 点

『省エネ基準達成率100パーセント以上の商品』、『省エネ大賞受賞商品』『環境配慮製品グリーンプ
ロダクツ認定商品』等、省エネを徹底的に追求した家電製品を選定し、商品使用時のCO2排出量約15
パーセント削減を目指した商品を提供いたします。

事業者コード F010 ディノスのエコ商品	 g 0.5

■事業者：株式会社ディノス・セシール　■問い合わせ先：ディノスハートコールセンター

■ TEL：0120-506-728　■ URL：http://www.dinos.co.jp/syouene_p/

紀州檜ボックスラック （幅約74奥行約26高さ
約37cm・重さ8kg） 2個組　ダークブラウン

商品
コード EPA688 19,300 点

【リサイクル素材使用】消臭ラグ 190×
280cm （滑りにくい加工付） リーフベージュ

商品
コード EPA631 23,000 点

遮熱小窓用シェード 35×110cm　
シャコウアイボリー

商品
コード EPA654 4,000 点

ディノスのエコ商品として、省資源、省エネ、生態系への配慮などの基準を定めています。

事業者コード F011 省エネ住宅ポイント商品提供事業者	 i
■事業者：東芝エルイーソリューション株式会社　■問い合わせ先：広域営業部 第2営業

■ TEL：03-5814-9149　■ URL：http://www.tles.co.jp/index.html

防水ポータブルブルーレイプレイヤー　ホワイト
幅268×奥行49×高さ191mm （突起物含む）

商品
コード SD-BP1000W 40,000 点

コーヒーメーカー 色:黒 幅188mm×
奥行き128mm×高さ312mm

商品
コード HCD-6MJ-R 4,600 点

LEDランタン　色:グリーン　サイズ:幅
131mm×奥行108mm×高さ218mm

商品
コード LKL-1000G 1,600 点

環境調和型製品として、電力省力化や長寿命、リサイクル設計、ピークシフト機能等のいずれかを持つこ
と、または、化学物質対策商品としてJ-MOSSで指定される特定化学6物質を含む特定15物質を使用し
ていない商品を選定。

事業者コード F012 ファームス産直ショップ	 g 0.1

■事業者：ファームス有限会社　■問い合わせ先：ファームス有限会社　省エネポイント係

■ TEL：03-5411-7198　■ URL：http://www.farms.jp/shop/

新潟　南魚沼産コシヒカリ特別栽培米
5kg

商品
コード B412 5,000 点

北海道　下川のトマトジュース　
1,000mL×3本

商品
コード B411 4,000 点

静岡　有機栽培ほんやま茶　上煎茶
80g+煎茶80g　計2袋

商品
コード B408 3,000 点

当社は2001年創業以来、誠実信頼を基本に、規模が小さくても個性的な生産者や販売者と協力し、自
然を大切にした食のおいしさをお客様に提供しています。土づくりや農薬、化学肥料の低減などに取組
んでいる生産者やメーカーの商品をお届けします。

事業者コード F013 省エネ住宅ポイント　エコ商品特選品	 g 0.1

■事業者：株式会社ユナイテッドスペース　■問い合わせ先：ユナイテッドスペース　ポイント窓口

■ TEL：0120-01-9577　■ URL：http://point-e.jp/unitedspes

シルク混綿毛布 （オフホワイト） 
約140×230cm

商品
コード 286101577 15,000 点

IH対応フライパン  約径28cm 商品
コード 286101566 7,000 点

折りたたみ自転車 （バッグ付） /
26インチ/ホワイト

商品
コード 286101592 50,000 点

『自然エネルギーを活用』『電気・ガスなどのエネルギーや、水道の使用量を削減』『再生原料を使用』
『天然資源の破壊を伴わない』などを基準に製品を選定し採用しております。

事業者コード F014 上質カタログギフトのリンベルが選ぶ省エネ商品	 g 0.1

■事業者：リンベル株式会社　■問い合わせ先：リンベル株式会社　ポイント交換係

■ TEL：0120-95-8877　■ URL：http://eco.ringbell.co.jp/shoene/

クリーンマイ箸 （ケース=幅22×奥行6.5×
高さ3cm、箸=幅19.5cm/重量 （約） :160g）

商品
コード ER30-027 3,000 点

ダイナモ防滴トーチラジオ （幅11.0×奥
行5.8×高さ9.8cm/重量 （約） :300g）

商品
コード ER30-040 4,500 点

〈シンプルスタイル〉16インチ
折りたたみ自転車  （アイボリー）

商品
コード ER30-018 20,500 点

カタログギフトのパイオニア〔リンベル〕が展開する上質カタログギフトから「エコ」をテーマにしたアイ
テムの販売実績を基に、エコマーク認定商品、グリーン購入法適合など、環境に配慮したアイテムを提
供致します。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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事業者コード F018 雨水タンクや節水シャワー等エコ商品と交換しよう!	 g 0.1

■事業者：株式会社日盛興産　■問い合わせ先：エコショップ節水村

■ TEL：0770-72-5152　■ URL：http://www.nissei-web.co.jp/site/jutakupoint.html

【プラスチック製雨水タンク】
コダマ樹脂ホームダム110L （グリーン）

商品
コード B1-44 10,000 点

【μ-jetシステム内蔵マイクロバブルシャワー
ヘッド】 Bollinaボリーナ （カラー:ホワイト）

商品
コード D1-101 10,000 点

【家庭菜園水耕栽培キット】
ホームハイポニカ601

商品
コード C1-87 15,000 点

雨水タンクや水耕栽培キットはすぐに利用が可能であること。シャワーヘッドは節水効果が20%以上を
基準にしています。

事業者コード F019 国産材木製品のお店	 g 5

■事業者：酒井産業株式会社　■問い合わせ先：酒井産業株式会社

■ TEL：0264-34-3323　■ URL：http://www.kiso-sakai.com

北海道産;くるみ材使用 more trees　
鳩時計 約19×7.6×高さ29.2cm クォーツ式

商品
コード 590222 35,700 点

木曽紅さわら飯切 蓋付き 3合用/
約径30×高さ9cm

商品
コード 105582 8,200 点

木曽ひのき小判メンパ うるし塗り
約16×10.8×高さ5.5cm

商品
コード 002104 6,900 点

国産材から作った生活雑貨のお店です。木材は環境にもやさしい循環型の資源です。国産材をどんどん
活用（使用）し、木材の需要を高めることで森の手入れを促進し、手入れの行き届いた、CO2をたっぷり
吸収してくれる森作りに貢献します。

事業者コード F020 グッディポイントおすすめ特産品	 g 0.2

■事業者：グッディポイント株式会社　■問い合わせ先：グッディポイントおすすめ特産品係

■ TEL：0120-084-999　■ URL：http://www.goody.co.jp/

【味の素】バラエティ調味料ギフト9種 （ほんだし、
塩、コンソメ、丸鶏がらスープ、油4種） 総重量3kg

商品
コード 108-332 5,000 点

【アイリスオーヤマ】LEDシーリングライト
8畳用　調光

商品
コード 108-320 20,000 点

【ケルヒャー】家庭用高圧洗浄機
K 2.400　カラー:イエロー

商品
コード 108-336 35,000 点

「水道・ガス・電気の使用量削減」、「自然エネルギーを活用」、「再生原料を使用した商品」、「天然資源を
大量に使用しない」を基準に商品選定を行なっています。

事業者コード F021 株式会社アリエシステム　エコ&ナチュラル　まんねん	g 0.2

■事業者：株式会社アリエシステム　■問い合わせ先：株式会社アリエシステム　エコ & ナチュラル　まんねん

■ TEL：06-6362-0720　■ URL：http://www.man-nen.jp/

パナソニック　液晶テレビ　
ビエラ50V型　カラー:ブラック

商品
コード P-50C300 170,000 点

パナソニック　加湿空気清浄機　空気清浄:40畳 
（66平方メートル） 　カラー:ヘアラインシルバー

商品
コード P-VXK90 100,000 点

パナソニック　ロボット掃除機　RULO 
寸法 （mm） :330×325×92 カラー:ブラック

商品
コード P-RS1 140,000 点

当社は、エコ商品として消費電力やリサイクルに配慮された電化製品や環境保全に資する生活用品等
をご提供致します。電化製品については、製造メーカーの明確な基準のある商品です。

事業者コード F022 MOTTAINAIがお届けする豊富なエコ商品	 i 

■事業者：伊藤忠商事株式会社　■問い合わせ先：MOTTAINAI 省エネ住宅ポイントダイヤル

■ TEL：0120-77-3706　■ URL：http://mottainai-3r.jp/shouene/

折りたたみ小机　B （ブラウン）
幅90×奥行45×高さ33cm

商品
コード GIF0035 50,000 点

特別栽培米 長野県産MOTTAINAI
こしひかり 2kg×6袋

商品
コード FSM0005 10,000 点

青研　葉取らずりんご100【国産】 
（容量195g、60本入り）

商品
コード CCN9017 8,000 点

MOTTAINAIキャンペーンでは以下の基準のいずれかを満たす商品を選定。 ・ゴミの削減に繋がる商
品 ・できるだけ長持ちする商品 ・再資源化できる商品 ・人やモノ、文化への感謝の気持ち、大切にした
いという気持ちを喚起できる商品

事業者コード F023 産経ネットショップ	 g 0.1

■事業者：株式会社産経デジタル　■問い合わせ先：産経ネットショップお客様センター

■ TEL：03-3243-8634　■ URL：http://sp.sankeishop.jp/eco2015/index.html

【デロンギ】　ICONA　電気ケトル
1.7L　アズーロブルー

商品
コード 39-320 15,000 点

【象印】マイコン沸とうVE電気まほうびん　2.2L
ブラウン （幅220×奥行280×高さ270mm）

商品
コード 39-303 23,000 点

【西川リビング】西川リビング　洗えるひんや
り枕　無地　ブルー （約横500×縦350mm）

商品
コード 39-363 5,000 点

自然資源を有効利用した素材を使用し、リサイクル可能またはリサイクルされた部品材料を使用した商
品。また、人と自然を守る生産過程を経て、廃棄時に自然を破壊しないもの。さらに、省エネルギーまた
はクリーンエネルギーなものを選定基準としています。

事業者コード F024 そごう・西武 省エネ住宅ポイント交換商品	 i 

■事業者：株式会社そごう・西武　■問い合わせ先：そごう・西武　省エネポイント交換事務局

■ TEL：0120-207-771　■ URL：http://www.sogo-seibu.co.jp/gaisho/

【東洋紡】　洗えるひんやり敷パット
クリーム色　無地　 （幅100×長さ205cm）

商品
コード 711-355 10,000 点

【象印マホービン】象印　ステンレスボトル
（約径115×高さ265mm・1.5L）

商品
コード 711-353 6,000 点

【アイリスオーヤマ】LEDシーリングライト〜
14畳用　調光調色　枠色:ダークブラウン

商品
コード 711-310 40,000 点

環境方針に基づき、環境負担の低減と環境保全活動の推進につながる交換商品を提供します。

事業者コード F025 大丸松坂屋百貨店の「エコ商品」	 i 

■事業者：株式会社大丸松坂屋百貨店　■問い合わせ先：大丸松坂屋コールセンター

■ TEL：0120-27-9481　■ URL：http://dmdepart.jp/shouene-point/

【象印】極め炊き圧力IH炊飯ジャー　5.5合炊き
ブラウン　約W29.5×D36.5×H24cm

商品
コード 5401-930 120,000 点

ロップ・タック　IH対応浅型鍋　
19cm　W463×D220×H179mm

商品
コード 5401-557 10,000 点

【東洋紡】ひんやり敷パット2枚セット　
幅100×長さ205cm （1枚） ブルー

商品
コード 5401-751 10,000 点

私たちが推進している「環境にやさしいライフスタイルの提案」。その「環境にやさしい商品・サービス」
の分野より「省資源・省エネ指向商品/環境保全促進商品/長期使用可能商品」などの商品をご用意いい
たしました。

事業者コード F026 東急ハンズ 省エネ住宅ポイント事務局	 g 0.1

■事業者：株式会社東急ハンズ　■問い合わせ先：東急ハンズ 省エネ住宅ポイント事務局

■ TEL：0120-515-542　■ URL：https://premium-shop.tokyu-hands.co.jp/shoenejutaku-points

【ブラック・アンド・デッカー】コンパクトクリーナー
ホワイト （約幅130×奥140×高さ130mm）

商品
コード 82-334 10,000 点

【カシオ計算機】カシオ　ソーラー電波　メンズウォッチ
 （三ツ折方式、ケース約32×28mm） 色シルバー

商品
コード 82-349 30,000 点

【高儀】ソーラー式　センサーライト （本体/
約幅135×奥68×高さ180mm・1WLED球）

商品
コード 82-346 7,000 点

消費電力・CO2排出量削減による環境への配慮を観点に交換商品を選びました。

事業者コード F027 東京中日企業地域特選品	 g 0.1

■事業者：東京中日企業株式会社　■問い合わせ先：東京中日企業省エネ住宅ポイント係

■ TEL：03-6910-2559　■ URL：http://shoenejutaku-point.hanbai.jp/

ロップ・タックIH対応深型両手鍋24cm　本体サイズ:
W390×D271×H229mm　重量:2,570g 色:ブラック

商品
コード 5407-130 12,000 点

ツインバード　ブックスタンド付LEDデスクライト　ホワイト
製品寸法:W230×D215×H380mm 製品重量:1.0kg

商品
コード 5407-156 10,000 点

オーガニックコットン　スーピマエンジェル　バスタオル
本体 幅60cm×長さ120cm　 （色:ホワイト、柄なし）

商品
コード 5407-016 5,000 点

『自然エネルギーを活用』、『電気・ガスなどのエネルギーや、水道の使用量を削減』、『再生原料を使用』、
『天然資源の破壊を伴わない』などを基準に製品を選定し採用しております。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 エ コ 商 品

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

事業者による環境保全に関する取組

エコ商品を提供するのは、ISO14001やエコアクション21などの環境
マネジメントシステムに関する何らかの第三者認証を取得している事
業者、または、環境保全効果が高い鉄道・バス・船舶の利用に係る乗車
券等を提供する事業者です。それ以外の事業者は、本制度を通じて交
換されたエコ商品の必要ポイント数の合計（1ポイント=1円換算）の
0.1%以上を環境保全活動を行う団体等に対し寄附をしています。

認 第三者認証取得事業者　交 公共交通事業者　寄 環境寄附する事業者
（数字は寄附率［％］）
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●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

事業者コード F033 飛騨のエコ家具	 i 

■事業者：飛騨産業株式会社　■問い合わせ先：飛騨の家具館　高山

■ TEL：0577-36-1110　■ URL：http://eco-items.com

森のことば チェア W44×D52×
H81 SH42.5 （cm）  オイル仕上げ

商品
コード SN210 54,000 点

森のことば LDチェア Bランク W48×
D60×H75 SH38 （cm）  オイル仕上げ

商品
コード SN250 70,000 点

森のことば 背クッション付ソファ2P Bランク
W169×D84×H73 （cm）  オイル仕上げ

商品
コード SN15W 278,000 点

家具の材料に国産の木材または節のある木材を使用していること。

事業者コード F034 折々　家具　【省エネ住宅ポイント】	 g 0.1

■事業者：有限会社　楽　■問い合わせ先：折々

■ TEL：0538-38-5820　■ URL：http://www.ori-ori.info/

ダイニングチェア 腰の椅子アワザ チェリー座:
ウール・グレー　W600×D500×H675mm

商品
コード RAGU-042 96,400 点

寄木の積木 （木箱入り） 国産無塗装無着
色材使用　木箱外寸 210×270×70mm

商品
コード RAGU-001 14,700 点

無垢木　 ベンチ　kitoki　小泉誠デザイン  
フレーム:オーク　座面:布　W1,100mm

商品
コード RAGU-032 74,000 点

末永く使っていただける商品を提供することにより環境への負荷の軽減を目的とする。人に愛されるデ
ザインであること。天然の素材であること。使う人のことをよく考えて作られた物であること。使う人が
健康になることでより豊かな社会が創造されると信じている。

事業者コード F035 株式会社マイルーム	 g 0.1

■事業者：株式会社マイルーム　■問い合わせ先：株式会社マイルーム

■ TEL：0569-23-3399　■ URL：http://www.eco-point.jp/

折りたたみ自転車 （バッグ付） /
26インチ/ホワイト

商品
コード 286101592 50,000 点

レンジでかんたん　エコ調理鍋 ●容量=
約1.4L ●現品 （保温容器） 約30×24.5×16cm

商品
コード 286101538 5,000 点

シチズン　ソーラー電波掛時計　エコライフ　
約径32.8×5cm ●色:シルバー ●重量:1.6kg

商品
コード 286101565 11,000 点

『自然エネルギーを活用』、『電気・ガスなどのエネルギーや、水道の使用量を削減』、『再生原料を使用』、
『天然資源の破壊を伴わない』などを基準に製品を選定し採用しており、電動アシスト自転車や圧力鍋
など生活を便利にする商品も取り揃えております。

事業者コード F028 サークルKサンクスオンライン	 g 0.1

■事業者：ときめきドットコム株式会社　■問い合わせ先：サークル K サンクスオンライン

■ TEL：0570-064-512　■ URL：http://ckec.jp/pc/to/jutaku_points.html

【シボレー】自転車 タイヤ20インチ 重量約13.5kg
ホワイト約W1,430×D580×H990mm

商品
コード 1103-310 25,000 点

【ケルヒャー】家庭用高圧洗浄機　
カラー:イエロー　W242×D280×H783

商品
コード 1103-311 30,000 点

【アイリスオーヤマ】LEDシーリングライト〜
8畳用　調光　直径約54.5×高さ約13.6cm

商品
コード 1103-301 25,000 点

廃材をださないことを意識した上でリサイクルが可能な商品を選定しました。また社内のLED化を視野
に入れた省エネ商材も選出しております。

事業者コード F029 日本旅行グループの☆厳選　全国銘産品☆	g 0.1

■事業者：株式会社日旅産業　■問い合わせ先：日本旅行グループの☆厳選　全国銘産品☆

■ TEL：03-3596-7124　■ URL：http://aruaruplaza.com

【トーホー】東洋紡　ひんやり敷パット 
（約1,000×2,050mm） ブルー/無地

商品
コード 002-330 5,000 点

【サーモスキッチンウェア】真空保温調理器
シャトルシェフ　プラム　 （保温容器・調理鍋各1）

商品
コード 002-327 20,000 点

【リョービ】家庭用高圧洗浄機
高圧ホース 8m　カラー:イエロー

商品
コード 002-342 42,000 点

（1）生産地:全国 （2）商品品質:米・食肉等　検査基準に適応しているもの （3）商品表示:景品表示法に
遵守するもの

事業者コード F030 WASORA JAPAN　省エネ住宅ポイント	 i 

■事業者：マイクライメイトジャパン株式会社　■問い合わせ先：マイクライメイトジャパン株式会社

■ TEL：03-6228-3616　■ URL：http://myclimatejapan.com/

山中漆器「彰宣」SHIRAN　お椀　MUJI
プレーン　直径110mm×高さ72mm

商品
コード WA074 5,000 点

【カリモク家具】プレミアムチェアセット　シャーム
ミックスグレー　幅700×奥840×高1,010mm

商品
コード WA017 250,000 点

【カリモク家具】ダイニング5点セットA 
（テーブル+椅子×4）

商品
コード WA003 200,000 点

省エネ、化学物質対策、総合環境政策等に関して第三者認証取得や数値的根拠を明確にしている商品も
しくは環境負荷を明確に削減できる商品をご提供致します。

事業者コード F031 京急百貨店　法人外商部	 i 

■事業者：株式会社京急百貨店　■問い合わせ先：京急百貨店省エネ住宅お客様センター

■ TEL：0120-27-9246　■ URL：http://www.keikyu-depart.com/

ビタクラフト　圧力鍋アルファー　
2.5L

商品
コード 5404-106 32,000 点

ブラック・アンド・デッカー　マルチフードキーパー
本体約W57×D57×H255mm  約340g

商品
コード 5404-041 20,000 点

ブラック・アンド・デッカー2in1スチームモップ&
クリーナー約W29.4×D17×H122cm 3.1kg

商品
コード 5404-050 30,000 点

CO2排出権付商品、オーガニックエクスチェンジ認証品、エコマーク認証品など環境に配慮した商品ま
たは、自然エネルギーを活用、電気・ガスなどのエネルギーや水道などの使用量削減、再生原料の使用、
天然資源の破壊を伴わない製品などを基準としています。

事業者コード F032 エコ家電取扱店・エコ家電で快適な暮らしを提供	 g 0.3

■事業者：株式会社ミズサワ　■問い合わせ先：株式会社ミズサワ

■ TEL：0254-43-2224　■ URL：http://www.e-mizusawa.com

パナソニックロボット掃除機ルーロ―　色:ブラック
幅330mm×奥行325mm×高さ92mm

商品
コード MC-RX1K 97,000 点

パナソニック光美容器。高さ9.4×幅
16.0×奥行15.9cm色:ピンク調

商品
コード ES-WH71 25,000 点

新潟の地酒麒麟山 （伝統辛口） 1.8L 商品
コード KSAKE 4,000 点

無駄を見つけて自分で節電する「エコナビ」機能を搭載したエコ家電商品を軸に、地球温暖化対策に貢
献できる『環境配慮製品グリーンプロダクツ認定商品』等の家電製品、環境にやさしい繰り返し使用する
リユース瓶を使用した新潟県産の日本酒を提供します。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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事業者コード F036 名鉄百貨店省エネ住宅ポイント係	 i 

■事業者：株式会社名鉄百貨店　■問い合わせ先：名鉄百貨店省エネ住宅ポイント係

■ TEL：0120-505-280　■ URL：http://www.e-meitetsu.com/mds/index.html

【象印】圧力IH炊飯ジャー　5.5合炊き　プライム
ホワイト （幅295×奥行365×高さ240mm）

商品
コード 1101-316 120,000 点

【トーホー】東洋紡　吸湿発熱あったか敷パット
無地　クリーム色 （約横1,000×縦2,000mm）

商品
コード 1101-358 7,000 点

【リズム時計工業】シチズン　ソーラー電波
掛時計　木枠:ブラウン （約径340×47mm）

商品
コード 1101-353 20,000 点

●循環型社会実現のために、廃棄物削減やリサイクル推進に努めた商品を選出します。●自然共生社会
実現のために、食品リサイクルループの構築、生態系保全に配慮した商品を選出します。

事業者コード F037 ユニーの環境に優しい商品	 i 

■事業者：ユニー株式会社　■問い合わせ先：ユニー住宅ポイント係

■ TEL：0570-550-890　■ URL：http://www.uny.co.jp/sp/jutakupoint/

【Fissler】コンフォート圧力鍋4.5L銀色
W2,340×D4,230×H1,810mm 重量3.0kg

商品
コード 1102-363 50,000 点

【サーモス】真空保温調理器シャトルシェフ白 
（保温容器・調理鍋各1） W31×D26.5×H19.5cm

商品
コード 1102-334 25,000 点

【和平フレイズ】ロップ・タック （減圧鍋） 　IH
対応深型両手鍋19cm　約1.82kg （蓋含む）

商品
コード 1102-338 10,000 点

●循環型社会実現のために、廃棄物削減やリサイクル推進に努めた商品を選出します。●自然共生社会
実現のために、食品リサイクルループの構築、生態系保全に配慮した商品を選出します。

事業者コード F038 LIFAS　省エネ住宅ポイント交換商品（エコ商品）	g 0.1

■事業者：アス・プランテック株式会社　■問い合わせ先：ライファス・ネット

■ TEL：0120-315-154　■ URL：http://lifas.net/

【ヒノキクラフト】ヒノキで作る無垢家具　Pテーブル
【4人掛けワイドタイプ】STチェアー4脚セット

商品
コード HC-SET005 175,000 点

【Panasonic】レンズ交換式デジタル一眼
カメラ　ダブルズームレンズキット （ピンク）

商品
コード DMC-GF7W-P 100,000 点

【Panasonic】ロボット掃除機「ルーロ」
幅330×奥行325×高さ92mm　質量3Kg

商品
コード MC-RS1-W 130,000 点

省エネ法に基づく、省エネ基準達成商品やエコマーク認定商品等。

事業者コード F039 『環境良品』イワタニアイコレクト	 g 0.1

■事業者：イワタニアイコレクト株式会社　■問い合わせ先：省エネ住宅ポイント　通販営業部

■ TEL：06-6263-1157　■ URL：http://www.iwatani-i-collect.com/ecopoint/

【要取付工事】ダイキン エアコン
Rシリーズ うるさら7 ホワイト 12畳用

商品
コード 0002823 237,000 点 要工事  

ダイキン 除加湿ストリーマ空気清浄機 プレミア
ムタイプ クリアフォースZ ホワイト 〜31畳用

商品
コード 0002697 135,000 点

ハリオ/HARIO　笛でお知らせ 炊飯
土鍋『ご飯釜』2・3合用

商品
コード 0001788 8,000 点

カセットガスのイワタニならでは。「節電」をキーワードに、カセットこんろをはじめとした省エネキッチン
用品はもちろん、新しいお住まいに役立つ住宅インテリア用品を取りそろえました。

事業者コード F040 近鉄百貨店省エネ住宅ポイント係	 g 0.1

■事業者：株式会社近鉄百貨店　■問い合わせ先：近鉄百貨店省エネ住宅ポイント係

■ TEL：0120-379-001　■ URL：http://abenoharukas.d-kintetsu.co.jp/special/eco-p/index.html

【リョービ】家庭用高圧洗浄機　カラー:イエロー、
サイズ:281×337×781mm、ホース:8m

商品
コード 52-325 42,000 点

【アイリスオーヤマ】LEDシーリングライ
ト〜8畳用　調光調色　枠色:ブラウン

商品
コード 52-343 28,000 点

【東洋紡】　洗えるひんやり敷パット　 
（幅100×長さ205cm） 色:クリーム

商品
コード 52-369 10,000 点

CSRにも掲げている省エネルギーの取り組みにて節電・LED・リサイクルを順守しアイテムを選出いたし
ました。節電はECOモード搭載商品。LEDはシーリングライト。リサイクルが可能な商品。

事業者コード F041 株式会社クイック　省エネ住宅ポイントサービス	g 0.1

■事業者：株式会社クイック　■問い合わせ先：株式会社クイック　省エネ住宅ポイント窓口

■ TEL：06-4800-3530　■ URL：http://quick-gift.jp/

【東芝】真空圧力IH保温釜 （5.5合炊き）
幅274×高さ248×奥行364mm　グランホワイト

商品
コード 9109-344 200,000 点

【東芝】トルネオロボ　幅350×高さ87×
奥行350mm　カラー:グランホワイト

商品
コード 9109-362 150,000 点

【パナソニック】VIERA 液晶テレビ　50V型
幅1,126×高さ697×奥行260mm　ブラック

商品
コード 9109-307 150,000 点

当社はリサイクル製品、省電力家電、CO2削減につながる家電製品群を選定しております。

事業者コード F042 すがたも心もきれいな百貨店【京阪百貨店】	 i 

■事業者：株式会社京阪百貨店　■問い合わせ先：京阪百貨店　外商部法人外商グループ

■ TEL：06-6994-1306　■ URL：http://eco-items.com

【ケルヒャー】家庭用高圧洗浄機K 2.400　幅242mm
奥行280mm高783mmカラー:イエロー

商品
コード EK333 46,000 点

【アイリスオーヤマ】LED電球2個セット　広配光　
電球色　60W相当　直径約6cm×高約11.9cm

商品
コード EK310 14,000 点

【シボレー】自転車タイヤ26インチ　
重量約17.5kg ホワイト

商品
コード EK331 60,000 点

廃材をださないことを意識した上でリサイクルが可能な商品を選定致しました。また、LED化を視野に
入れた省エネ商材も選出しております。

事業者コード F043 大和リゾート省エネ住宅ポイント交換商品事務局	g 0.1

■事業者：大和リゾート株式会社　■問い合わせ先：大和リゾート省エネ住宅ポイント事務局

■ TEL：0120-622-972　■ URL：http://www.daiwaresort.jp/koukan/

【サーモス】真空保温調理器シャトルシェフ
（最大24.5cm両手調理鍋　容量6L）

商品
コード 86-333 30,000 点

【西川リビング】洗えるひんやり枕
ブルー （約横500×縦350mm）

商品
コード 86-335 5,000 点

【リョービ】家庭用高圧洗浄機　イエロー （幅
249×奥行301×高551mm、重量:6.4Kg）

商品
コード 86-303 32,000 点

●循環型社会実現のために、廃棄物削減やリサイクル推進に努めた商品を選出します。●環境保全のた
めに、省エネルギー性能が高い商品を選出します。

事業者コード F044 『ベリー』エコいいもの特産品	 g 0.1

■事業者：株式会社ベリー　■問い合わせ先：ベリー住宅ポイント交換商品事務局

■ TEL：072-929-2287　■ URL：http://www.very-inc.co.jp/jutakupoint

【サーモスキッチンウェア】真空保温調理器
シャトルシェフ　プラム　 （保温容器・調理鍋各1）

商品
コード 2400-306 20,000 点

【東洋紡】ひんやりキルトケット　無地
ブルー 約横1,400×縦1,900mm

商品
コード 2400-324 6,000 点

【西川リビング】西川リビング　洗えるひんやり枕
無地　ブルー （約幅500×奥行350mm）

商品
コード 2400-320 5,000 点

「電気・ガス・水道の使用量削減」、「再生原料を使用した商品」、「自然エネルギーを活用」、「天然資源の
大量使用しない」を基準に商品選定を行なっています。

事業者コード F045 ぐるまーとエコ	 g 0.1

■事業者：株式会社　マーケットプレイス　■問い合わせ先：ぐるまーとエコ

■ TEL：06-6647-2160　■ URL：http://www.market-p.jp

【象印】　空気清浄機　ホワイト （約W39.5
×D12.5×H41.5cm、適応床面積〜16畳）

商品
コード 3101-357 20,000 点

【アイリスオーヤマ】LEDシーリングライト
12畳用　調光・調色

商品
コード 3101-342 25,000 点

【サーモス】THERMOS　真空保温調理器
シャトルシェフ （保温容器・調理鍋各1）

商品
コード 3101-323 30,000 点

空気清浄機能を有する商品、省エネルギー家電製品及び照明器具、資源節約に役立つ商品、オーガニッ
ク商品などを選定しています。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 エ コ 商 品

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

事業者による環境保全に関する取組

エコ商品を提供するのは、ISO14001やエコアクション21などの環境
マネジメントシステムに関する何らかの第三者認証を取得している事
業者、または、環境保全効果が高い鉄道・バス・船舶の利用に係る乗車
券等を提供する事業者です。それ以外の事業者は、本制度を通じて交
換されたエコ商品の必要ポイント数の合計（1ポイント=1円換算）の
0.1%以上を環境保全活動を行う団体等に対し寄附をしています。

認 第三者認証取得事業者　交 公共交通事業者　寄 環境寄附する事業者

● 要工事  取付工事が必要な商品です。
交換に必要なポイント数の他に別途送料や設置取付料
等が必要となる場合があります。詳しくは各商品交換事
業者のホームページをご覧いただくか、各事業者に電話で
お問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

（数字は寄附率［％］）
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事業者コード F051 株式会社丸辰　省エネ住宅ポイント事業部	 g 0.1

■事業者：株式会社丸辰　■問い合わせ先：株式会社丸辰省エネ住宅カスタマーセンター

■ TEL：0120-088-265　■ URL：http://eco-marutatsu.com

【ZERO-ONE】自転車タイヤ
20インチ 重量約14kg ホワイト

商品
コード 373-356 25,000 点

【和平フレイズ】ロップ・タック （減圧鍋） 　
IH対応浅型鍋19cm　約1.76kg （蓋含む）

商品
コード 373-345 10,000 点

【西川リビング】西川リビング　洗えるひん
やり枕 （幅約500mm×奥行350mm） 無地

商品
コード 373-326 5,000 点

省エネルギー・節電を中心に商品選定を行い、環境に配慮した商品供給を致します。

事業者コード F052 株式会社キシル　国産ヒノキの学習机・家具	g 0.1

■事業者：株式会社キシル　■問い合わせ先：株式会社キシル　お客さまサポート係

■ TEL：053-415-8702　■ URL：http://eco-points.xyl.co.jp/

【静岡県】【無垢ひのき】シンプルな4本
脚デスク （M） 奥行き60cm

商品
コード JP02 66,000 点

【静岡県】【無垢ひのき】
やさしいすわり心地。2本脚チェア

商品
コード JP20 40,000 点

【静岡県】【無垢ひのき】カッコー時計
ひのきの家 （ナチュラル）

商品
コード JP56 52,000 点

下記いずれかの条件を満たすもの ・グリーン購入法適合品 ・伐採期を迎えた国産ヒノキ又は杉などの
針葉樹を使用した商品 ・化学物質をほとんど放出しないF☆☆☆☆グレードの接着材や塗料を使用した
商品 ・長く使えるエコ商品

事業者コード F053 家電テック	 g 0.1

■事業者：アリエリンクス株式会社　■問い合わせ先：お客様窓口

■ TEL：06-6796-7366　■ URL：http://kaden-tec.com/

ひとセンサタイプ 電球40形相当 （電球色相当）
トイレ向けLED電球 （外径58mm×長さ121mm）

商品
コード LDA6LH 7,000 点

パナソニック　加湿空気清浄機 （空気清浄:18畳） 
アクアドロップ （外形寸法） 高590×幅330mm

商品
コード VXK40 36,000 点

三菱電機　風神　サイクロン式掃除機　ハイグ
レード シャインバイオレット （総質量） 5.1kg

商品
コード TCZXD20 50,000 点

エコマーク認定や省エネラベル準拠などの第三者機関が設けるエコに関するマークを取得しているこ
と。またこれらの情報が公開されていること。

事業者コード F046 マックスヒルズ・省エネ住宅ポイント窓口	 g 0.1

■事業者：株式会社マックスヒルズ　■問い合わせ先：株式会社マックスヒルズ省エネ住宅ポイント窓口

■ TEL：0120-99-5284　■ URL：http://www.maxhills.co.jp/shoene-points/

【シチズン】デジタル電波掛置時計/
約299×高さ188×28mm/ホワイト

商品
コード MH-F-0017 10,000 点

【シャープ】32型液晶ハイビジョンテレビ/
W73.3×H44.4×D8.7cmブラック

商品
コード MH-F-0025 89,000 点

【サーモス】真空保温調理器シャトルシェフ/保温容器
（約W365×D320×H245mm） ・調理鍋容量6L

商品
コード MH-F-0081 30,000 点

環境配慮/各項目にについて、環境配慮に属さない既存商品との違いが示せる商品を選定しました。

事業者コード F047 髙和のギフトエコ商品	 g 0.1

■事業者：株式会社　髙和　■問い合わせ先：髙和のギフトカスタマーセンター

■ TEL：092-541-3321　■ URL：http://www.kowafukuoka.jimdo.com/

銘建産業　子供用椅子
（ヨコ30cm×奥行26cm×高さ35cm）

商品
コード M010035 3,000 点

宰府園木工玩具シーソー輪投げ 
（幅47cm×奥行24cm×高さ12cm）

商品
コード S010060 6,000 点

わくワーク館　乗れる木馬 （ヨコ
45cm×奥行90cm×高さ45cm）

商品
コード W050120 12,000 点

髙和の木工工芸品や玩具の材料は、福岡の山の間伐材。その皮や廃材で作ったペレット。また、その他の
リサイクル商品・環境商品は環境に寄与。しかも、髙和の交換商品を購入することで、10ポイントで1グ
ラムの二酸化炭素の排出権を購入することになります。

事業者コード F048 省エネ住宅ポイント 景品パーク	 g 0.1

■事業者：株式会社ディースタイル　■問い合わせ先：省エネ住宅ポイント 景品パーク

■ TEL：048-452-4861　■ URL：http://shoenejutaku.delight-style.jp/

東洋紡　洗えるあったか敷パット （サイズ:横
約100×縦約200cm/カラー:無地クリーム色）

商品
コード 286101561 15,000 点

シチズン　ソーラー電波掛時計
エコライフ　約径32.8×5cm　色:白

商品
コード 286101565 11,000 点

クッキングプラス　真空キャニスターML
セット （容量:M/約780mL・L/約1.1L）

商品
コード 286101549 3,000 点

『省エネ・地球温暖化防止』を基準に製品を選定し採用しております。調理器具や寝具など、生活を便利
にしてくれる雑貨を中心に、普段の電気代を抑えることが出来る優れた商品を取り揃えております。

事業者コード F049 秀便 省エネ住宅ポイント	 g 0.1

■事業者：富士フーズ株式会社　■問い合わせ先：富士フーズ株式会社

■ TEL：03-3682-1088　■ URL：http://f-foods.co.jp/ecopoint/

【Wonder chef】オース両手圧力鍋4L
[ブラック]/ W210×D310×H230mm

商品
コード S51-0018 24,000 点

【Wonder chef】ショコライム両手圧力鍋　
重量5.5L/W240×D360×H230mm

商品
コード S51-0028 18,000 点

今治エコタオルセット[バスタオル/ウォッシュタオル]
ホワイト/幅65×奥行127cm、幅33×奥行34cm　各1

商品
コード S51-0034 4,000 点

「環境に配慮した素材で、日々の生活を過ごそう!」をコンセプトに最小のエネルギーで最大の効率を得
られるような省エネ商品を中心に採用しております。

事業者コード F050 国産木材家具（カリモク・天童木工・ヒノキカグ）	g 0.1

■事業者：株式会社　文祥堂　■問い合わせ先：株式会社　文祥堂

■ TEL：03-3566-3517　■ URL：http://www.bunshodo.co.jp

カリモク家具 HARU テーブル W1,500×
D800 （mm） 岩手県産ナラ材　ピュアオーク

商品
コード EC12 112,300 点

天童木工　コートハンガー/F-4107SG-ST
山形県産スギ材 W446×D450×H1,798 （mm）

商品
コード EC55 205,000 点

ヒノキカグ大正集成　四万十ヒノキの1人掛け
ソファ　茶　W760×D620×H680 （mm）

商品
コード EC41 90,400 点

・グリーン購入法適合商品であること。 ・国産木材を利用していること。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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事業者コード F054 調理用品プロマート	 g 0.1

■事業者：株式会社プロマート　■問い合わせ先：プロマートお客様窓口

■ TEL：06-6796-7377　■ URL：http://promart.jp/

タイガー　まほうなべ　4.5L　ブランルージュ 
（サイズ） 幅33.3×奥行24.4×高さ23cm

商品
コード A450 20,000 点

三菱IHジャー炊飯器　備長炭　炭炊釜　1.0L 
ピュアホワイト　幅237×奥行292×高さ227mm

商品
コード VV105 34,000 点

東芝　石窯ドーム　過熱水蒸気オーブンレンジ
30L　グランホワイト （質量） 約17kg

商品
コード MD100 58,000 点

環境に悪影響を与える廃棄物を削減している、必要最小限の農薬を使用しているなど、環境に十分配慮
したものとして認められる情報公開がされていること。 エコマーク認定や省エネラベル準拠などの第
三者機関が設けるエコに関するマークを取得していること。

事業者コード F055 タカショーのガーデン&エクステリア	 g 0.1

■事業者：株式会社タカショー　■問い合わせ先：タカショー　お客様サービスセンター

■ TEL：0120-51-4128　■ URL：http://point-e.jp/takasho

クールサマーオーニング　モカ （約幅208×
奥行126.5×高201〜301cm） 　【シェード生地】

商品
コード 46011300 19,000 点

ソーラー　モザイクランタンライト 
（約幅13×奥行13×高21.5cm）

商品
コード 60858400 5,000 点

ソーラーファウンテン　バードバス （本体約
幅38×奥行38×高33cm） 　【ポリレジン】

商品
コード 35047600 9,500 点

『ソーラー発電』『消費電力カット』『家庭菜園や緑化』『電力を使わず、屋外で自然と共に過ごせること』
などを基準に製品を選定し採用しています。

事業者コード F056 やまとのエコ商品	 i 

■事業者：大和電機株式会社　■問い合わせ先：大和電機株式会社

■ TEL：0995-46-6160　■ URL：http://www.yamato-sun.com/

パナソニック　冷蔵庫 （ オニキスミラー） 510L
幅685mm×奥行692mm×高さ1,828mm

商品
コード 100038 270,000 点

パナソニック　生ごみリサイクル処理機　
幅268mm×奥行365mm×高さ470mm

商品
コード 100028 62,000 点

モバイルバッテリー搭載AC急速充電器 
（ブラック） 約高さ24mm×幅78mm×奥行93mm

商品
コード 100015 8,000 点

自然エネルギーの活用、電気・ガスなどのエネルギーの削減、再生原料の使用、品質保持能力の高いも
のなどを選定の基準としています。

事業者コード F057 薪ストーブの普及と安全啓蒙	 g 0.1

■事業者：一般社団法人日本暖炉ストーブ協会　■問い合わせ先：日本暖炉ストーブ協会事務局

■ TEL：03-3542-9951　■ URL：http://www.jfsa.gr.jp

【要取付工事】薪ストーブ ダッチウエスト
エリート スモール FA100L

商品
コード jfsaep010 300,000 点 要工事  

屋外用クッキングストーブ
TOMY-3 （呼び名:トミースリー）

商品
コード jfsaep035 103,000 点

【要取付工事】薪ストーブ、モルソー社製、
モルソー2B-J スタンダードCB、黒、薪15箱付

商品
コード jfsaep021 300,000 点 要工事  

カーボンニュートラルの観点から、薪ストーブが化石燃料を使用する暖房機器と置き換わることにより
二酸化炭素排出量の削減となります。また、森林の未利用間伐材などを薪ストーブの燃料として利用す
ることで、森林保全に寄与します。

事業者コード F058 ウッドフッド朝日農林	 g 1

■事業者：朝日農林有限会社　■問い合わせ先：ウッドフッド朝日農林

■ TEL：0178-88-5711　■ URL：http://www.woodhood.jp

【要取付工事】モニア　スペリオール
（ペレットストーブ） H990×D480×W540mm

商品
コード mionia 450,000 点 要工事  

【要取付工事】サブリナ　スペリオール
（ペレットストーブ） H1,150×D540×W640mm

商品
コード sabrina 450,000 点 要工事  

ファイヤーマイザー
（ストーブ用スチールマット） 360×510mm

商品
コード firemizer 6,040 点

間伐材を使用したペレットを燃料とするストーブの為省エネ・地球温暖化防止、森林の保全緑化に貢献。

事業者による環境保全に関する取組

エコ商品を提供するのは、ISO14001やエコアクション21などの環境
マネジメントシステムに関する何らかの第三者認証を取得している事
業者、または、環境保全効果が高い鉄道・バス・船舶の利用に係る乗車
券等を提供する事業者です。それ以外の事業者は、本制度を通じて交
換されたエコ商品の必要ポイント数の合計（1ポイント=1円換算）の
0.1%以上を環境保全活動を行う団体等に対し寄附をしています。

認 第三者認証取得事業者　交 公共交通事業者　寄 環境寄附する事業者

● 要工事  取付工事が必要な商品です。
交換に必要なポイント数の他に別途送料や設置取付料
等が必要となる場合があります。詳しくは各商品交換事
業者のホームページをご覧いただくか、各事業者に電話で
お問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

（数字は寄附率［％］）



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

エ コ 商 品▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 エ コ 商 品 券 等

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。63

事業者による環境保全に関する取組

エコ商品を提供するのは、ISO14001やエコアクション21などの環境
マネジメントシステムに関する何らかの第三者認証を取得している事
業者、または、環境保全効果が高い鉄道・バス・船舶の利用に係る乗車
券等を提供する事業者です。それ以外の事業者は、本制度を通じて交
換されたエコ商品の必要ポイント数の合計（1ポイント=1円換算）の
0.1%以上を環境保全活動を行う団体等に対し寄附をしています。

認 第三者認証取得事業者　交 公共交通事業者　寄 環境寄附する事業者
（数字は寄附率［％］）

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

エコ商品券等

事業者コード G001 遠州鉄道バス・電車共通ICカード「ナイスパス」 [静岡県]	 h 

■事業者：遠州鉄道株式会社　■問い合わせ先：遠州鉄道株式会社　運輸業務部

■ TEL：053-454-2215　■ URL：http://bus.entetsu.co.jp/index.html

10,150円 商品
コード NP10150 9,500 点

6,600円 商品
コード NP6600 6,500 点

3,300円 商品
コード NP3300 3,500 点

遠州鉄道のバス・電車共通のICカード乗車券です。 プリペイド式で入金額にプレミアが付きます。

事業者コード G002 ドニチエコきっぷ [愛知県]	 h
■事業者：名古屋市交通局　■問い合わせ先：市バス・地下鉄テレホンセンター

■ TEL：052-522-0111　■ URL：http://www.kotsu.city.nagoya.jp/index.html

大人券15枚 
（600円×15枚）

商品
コード donichi07 9,410 点

大人券10枚 
（600円×10枚）

商品
コード donichi06 6,410 点

大人券5枚 
（600円×5枚）

商品
コード donichi01 3,400 点

ドニチエコきっぷは、土曜・日曜・祝日・毎月8日に限り、名古屋市交通局の市バス・地下鉄を全線利用で
きるバス・地下鉄共通一日乗車券の格安版。

事業者コード G003 京都市バス・地下鉄の乗車券 [京都府]	 h
■事業者：京都市交通局　■問い合わせ先：京都市交通局　営業推進室

■ TEL：075-863-5068　■ URL：http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000178180.html

トラフィカ京カード大人
3,000円券10枚セット

商品
コード 1004 30,000 点

市営地下鉄1dayフリーチケット
大人600円券10枚セット

商品
コード 2002 6,392 点

市バス・京都バス一日乗車券カード
大人500円券10枚セット

商品
コード 102 5,392 点

「トラフィカ京カード」,「市バス・京都バス専用一日乗車券カード」及び「市営地下鉄1dayフリーチケット」
を交換商品としてご用意しています。さらに,必要ポイントが10,000点以上の商品については,送料の
ご負担が不要になります。

事業者コード G004 名門大洋フェリー　乗船利用券 [大阪府]	 h
■事業者：株式会社名門大洋フェリー　■問い合わせ先：株式会社名門大洋フェリー　営業統括部

■ TEL：06-6449-7158　■ URL：http://www.cityline.co.jp/

10,000円分 商品
コード MTF100 10,000 点

5,000円分 商品
コード MTF050 5,000 点

1,000円分 商品
コード MTF010 1,000 点

大阪南港と北九州・新門司港を結ぶ名門大洋フェリーでは、環境保全活動として、有人トラックによる陸
路走行からシャーシ輸送による海運へのモーダルシフトを推進する等、CO2排出量削減に積極的に取り
組んでいます。

事業者コード G005 神戸市バス・地下鉄共通 NEW Uラインカード [兵庫県]	 h
■事業者：神戸市交通局　■問い合わせ先：神戸市交通局営業推進課

■ TEL：078-322-5994　■ URL：http://www.city.kobe.lg.jp/life/access/transport/

3,000円券×3枚
（利用額9,600円）

商品
コード U90 9,400 点

3,000円券×2枚 
（利用額6,400円）

商品
コード U60 6,400 点

 3,000円券 
（利用額3,200円）

商品
コード U30 3,400 点

神戸市バス・地下鉄の全路線でご利用いただけるプリペイドカードです。

事業者コード G006 「三宮・姫路1dayチケット」などの1日乗車券ほか [兵庫県]	h
■事業者：山陽電気鉄道株式会社　■問い合わせ先：山陽電車　鉄道営業部　営業課

■ TEL：078-940-5132　■ URL：http://www.sanyo-railway.co.jp

三宮・姫路5dayチケット 
（7,000円×1枚）

商品
コード SH5-01 7,000 点

阪神・山陽　シーサイド1dayチケット 
（2,000円×1枚）

商品
コード SS1-01 2,400 点

三宮・姫路1dayチケット 
（1,400円×1枚）

商品
コード SH1-01 1,800 点

山陽姫路・網干から三宮（阪神神戸三宮・阪急神戸三宮）まで、または山陽姫路・網干から阪神梅田・大阪
難波まで、お好きな1日が乗り降り自由になる乗車券。

事業者コード G007 JR四国 省エネ住宅ポイント交換パス	 h
■事業者：四国旅客鉄道株式会社　■問い合わせ先：四国旅客鉄道（株）旅の予約センター

■ TEL：087-825-1662　■ URL：http://www.jr-shikoku.co.jp/

大人用・3日間
 「8,200円相当」

商品
コード 27638 8,700 点

小児用・3日間
「4,100円相当」

商品
コード 27639 4,600 点

商品
コード

JR四国全線（宇多津～児島間含む。※土佐くろしお鉄道、JR四国バス除く。）の特急列車自由席が連続
する3日間乗降自由となる「きっぷ」です。発行から6か月以内にご使用ください。



▶▶▶ht tp://shoenejutaku-points . jp エ コ 商 品 券 等
掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイント
ホームページをご覧ください。

64

事業者コード G008 宇和島運輸フェリー船車券 [愛媛県]	 h
■事業者：宇和島運輸株式会社　■問い合わせ先：宇和島運輸フェリー

■ TEL：0894-23-2536　■ URL：http://www.uwajimaunyu.co.jp/

八幡浜-別府、八幡浜-
臼杵船車券　10,000円分

商品
コード 105 10,000 点

八幡浜-別府、八幡浜-
臼杵船車券　5,000円分

商品
コード 104 5,000 点

八幡浜-別府、八幡浜-
臼杵船車券　2,000円分

商品
コード 102 2,000 点

愛媛県八幡浜と大分県別府、臼杵を結ぶ宇和島運輸フェリーの航路に使用できます。2,500屯型フェ
リー4隻にて四国・九州間を13往復運航。

事業者コード G009 ひまわりバスカード [福岡県]	 h
■事業者：北九州市交通局　■問い合わせ先：北九州市交通局総務経営課

■ TEL：093-771-8401　■ URL：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu01_0506.html

ICバスカード回数乗車券10,000円分 
（11,500円分利用可能）

商品
コード K10000 11,000 点

ICバスカード1日フリー乗車券10日分 
（大人用）

商品
コード F0010 8,000 点

ICバスカード回数乗車券5,000円分 
（5,750円分利用可能）

商品
コード K5000 6,000 点

北九州市営バスでのみ使用できるICバスカード ・回数乗車券カード : 交換券種は1,000円から20,000
円までの1,000円単位　 ・1日乗車券カード : 交換券種は、5日から35日までの5日単位（大人の1日分
は700円）

事業者コード G010 ラピカ・ラピトレカ [鹿児島県]	 h
■事業者：鹿児島市交通局　■問い合わせ先：鹿児島市交通局総合企画課営業係

■ TEL：099-257-2101　■ URL：http://www.kotsu-city-kagoshima.jp/

「ラピトレカ」1,000円券×10枚 
（10,000円分）

商品
コード T-10 10,400 点

市電・市バス一日乗車券 
（大人用600円券5枚セット）

商品
コード D-05 3,400 点

「ラピカ」3,000円 
（デポジット500円含む）

商品
コード R-01 3,400 点

「ラピカ」とは鹿児島の路線バスで利用できるかごしま共通乗車カードであり、「ラピトレカ」とはラピカ
及び鹿児島市敬老パスに積み増しできるカード。なお、積み増しは鹿児島市交通局各乗車券発売所で行
います。

事業者による環境保全に関する取組

エコ商品を提供するのは、ISO14001やエコアクション21などの環境
マネジメントシステムに関する何らかの第三者認証を取得している事
業者、または、環境保全効果が高い鉄道・バス・船舶の利用に係る乗車
券等を提供する事業者です。それ以外の事業者は、本制度を通じて交
換されたエコ商品の必要ポイント数の合計（1ポイント=1円換算）の
0.1%以上を環境保全活動を行う団体等に対し寄附をしています。

認 第三者認証取得事業者　交 公共交通事業者　寄 環境寄附する事業者
（数字は寄附率［％］）

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し
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商品券・プリペイドカードとの交換

全国で使える
商品券・プリペイドカード

食品・飲食券／生活関連券／旅行・宿泊券／流通系商品券／流通系プリペイド
カード／クレジット系商品券／カタログギフト券／その他

一般型商品券等 商品券、食事券、旅行券、各種プリペイドカードなど ＞＞＞ P66～



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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事業者コード T010 全国共通すし券 [茨城県]	 g 0.1

■事業者：茨城県すし商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：茨城県すし商生活衛生同業組合

■ TEL：029-231-3043　■ URL：http://www.ibasushi.com/

500円券×200枚 
（総額10万円分）

商品
コード 100500 100,500 点

500円券×100枚 
（総額5万円分）

商品
コード 50500 50,500 点

500円券×20枚 
（総額1万円分）

商品
コード 10500 10,500 点

全国（沖縄県、佐賀県、高知県、和歌山県、奈良県、岡山県、鳥取県を除く）加盟店でご利用いただけま
す。10万円、5万円、1万円、5千円、3千円分を用意しています。有効期限は4年間。

事業者コード T019 全国共通お食事券　ジェフグルメカード [全国]	g 0.1

■事業者：株式会社ジェフグルメカード　■問い合わせ先：株式会社ジェフグルメカード

■ TEL：0120-150-563　■ URL：http://www.jfcard.co.jp/index.html

100,000円分 
（500円券×200枚）

商品
コード 100000 100,000 点

50,000円分 
（500円券×100枚）

商品
コード 50000 50,000 点

10,000円分 
（500円券×20枚）

商品
コード 10000 10,000 点

全国35,000店の加盟外食店舗でご利用頂ける全国共通お食事券です。ファミリーレストラン、ファスト
フード、居酒屋、商業施設のレストラン街等で幅広く外食をお楽しみ頂けます。有効期限はありません。
1万点以上ご交換の場合、配送料は無料です。

事業者コード T022 全国共通たまごギフト券 [全国]	 g 0.5

■事業者：全国たまご商業協同組合　■問い合わせ先：全国たまご商業協同組合

■ TEL：03-3297-5600　■ URL：http://www.tamagoken.or.jp

ヨード卵光ギフト券1パック 
（ヨード卵6個入） ×50枚セット

商品
コード yodoran50 19,000 点

たまごギフト券10,000円分 
（100円券×100枚セット）

商品
コード tamago100 11,000 点

ヨード卵光ギフト券1パック 
（ヨード卵6個入） ×10枚セット

商品
コード yodoranken 4,000 点

全国の量販店・スーパーで利用できる「たまごギフト券」です。「2千円分、3千5百円分、4千円分、1万1
千円分、1万9千円分」まで5種類の商品を揃えております。有効期限は発行年度から5年間です。　必要
ポイント数には配送費が含まれます。

事業者コード T024 全国共通おこめ券 [全国]	 g 0.23

■事業者：全国米穀販売事業共済協同組合　■問い合わせ先：全米販おこめ券センター

■ TEL：0120-618-883　■ URL：http://www.zenbeihan.com/okomeken/

全国共通おこめ券20枚 
（8,800円分）

商品
コード 8 10,000 点

商品
コード

商品
コード

昭和58年から30年以上にわたり発行しているお米と交換できる商品券です。全国のお米屋さん、スー
パー、デパートなどで、お好きな銘柄のお米とお引き換え頂けます。440円分のお米券×20枚セット。有
効期限はないのでいつでもご利用頂けます。

事業者コード T042 全国共通すし券 [新潟県]	 g 0.1

■事業者：新潟県すし商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：新潟県すし商生活衛生同業組合

■ TEL：025-246-3020　■ URL：http://www.niigata-sushi.com

100,000円分 商品
コード 100000 100,500 点

50,000円分 商品
コード 50000 50,500 点

10,000円分 商品
コード 10000 10,500 点

全国組合加入登録店で利用できる食事券です。10万円、5万円、1万円分の3商品をご用意しています。
有効期限は発行年から5年目の12月31日です。

一般型商品券等

食 品 ・ 飲 食 券

事業者コード T006 全国共通すし券 [北海道]	 g 0.1

■事業者：北海道鮨商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：北海道鮨商生活衛生同業組合

■ TEL：011-261-2651　■ URL：http://www.hkdsushi.com/

100,000円分 
（500円券×200枚）

商品
コード HD-100000 100,000 点

50,000円分 
（500円券×100枚）

商品
コード HD-50000 50,000 点

商品
コード

全国のすし券取扱店でご利用できる食事券です。 500円券のみの扱いです。 ただし、沖縄県、佐賀県、
高知県、和歌山県、奈良県、岡山県、鳥取県での取扱店舗はありません。

事業者コード T008 全国共通すし券 [宮城県]	 g 0.1

■事業者：宮城県寿司商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：宮城県寿司商生活衛生同業組合

■ TEL：022-265-3814　■ URL：http://www.miyagi-sushi.com

50,000円分 商品
コード MS-50500 50,500 点

10,000円分 商品
コード MS-10500 10,500 点

5,000円分 商品
コード MS-5500 5,500 点

全国の組合加入登録店で券面額相当のご飲食にご利用できます。組合に関する詳しい情報はホーム
ページをご覧ください。50,000円・10,000円・5,000円分をご用意しております。（1枚500円の券を
100枚・20枚・10枚）

事業者コード T009 全国共通すし券 [秋田県]	 g 0.1

■事業者：秋田県鮨商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：秋田県鮨商生活衛生同業組合

■ TEL：018-827-6425　■ URL：http://www.akitabijin.net/

50,000円分 商品
コード AS-50500 50,500 点

10,000円分 商品
コード TS-10500 10,500 点

5,000円分 商品
コード AS-5500 5,500 点

全国の鮨組合加盟店で利用できる商品券です。3千円分、5千円分、1万円分、5万円分の4商品をご用意
しております。有効期限は4年です。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 一 般 型 商 品 券 等

67※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

事業者コード T056 全国共通すし券 [福岡県]	 g 0.1

■事業者：福岡県すし商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：福岡県すし商生活衛生同業組合事務局

■ TEL：092-651-1199　■ URL：http://fukuoka-sushi.com/

100,000円分 商品
コード fuk100000 100,500 点

50,000円分 商品
コード fuk50000 50,500 点

10,000円分 商品
コード fuk10000 10,500 点

全国の「すし組合加盟のすし券取扱店」でご利用できます。有効期限は、発行から約4～5年です。

事業者コード T057 全国共通すし券 [長崎県]	 g 0.1

■事業者：長崎県鮨商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：長崎県鮨商生活衛生同業組合

■ TEL：095-823-1311　■ URL：http://www1.cncm.ne.jp/~george/

100,000円分 商品
コード 100000 100,500 点

50,000円分 商品
コード 50000 50,500 点

10,000円分 商品
コード 10000 10,500 点

全国のすし組合加盟店で利用できる商品券です。10万円、5万円、1万円分の3商品をご用意していま
す。有効期限は5年間です。すし券に記載されていますので期限内にご利用下さい。

事業者コード T061 全国共通すし券 [島根県]	 g 0.1

■事業者：島根県すし商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：島根県すし商生活衛生同業組合

■ TEL：0852-24-4729　■ URL：http://www.sushi-all-japan.or.jp

10,000円 商品
コード 30111 10,500 点

5,000円 商品
コード 30115 5,500 点

3,000円 商品
コード 30114 3,500 点

全国のすし商生活衛生同業組合加盟店のすし券取扱店においてご使用いただけます。

事業者コード T063 全国共通すし券 [富山県]	 g 0.1

■事業者：富山県鮨商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：富山県鮨商生活衛生同業組合

■ TEL：076-491-3226　■ URL：http://www.toyama-sushi.jp/

10,000円分
（20枚）

商品
コード 10000 10,500 点

5,000円分 
（10枚）

商品
コード 5000 5,500 点

3,000円分 
（6枚）

商品
コード 3000 3,500 点

全国鮨商生活衛生同業組合に加入している組合員の店で使えます。

事業者コード T043 全国共通すし券 [石川県]	 g 0.1

■事業者：石川県鮨商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：石川県鮨商生活衛生同業組合

■ TEL：076-262-8610　■ URL：http://ishikawa.sushi-all-japan.com

500円券×100枚 
（総額50,000円分）

商品
コード TS-50500 50,500 点

500円券×20枚 
（総額10,000円分）

商品
コード TS-10500 10,500 点

500円券×10枚 
（総額5,000円分）

商品
コード TS-5500 5,500 点

全国すし商生活衛生同業組合連合会会員すし店の中の、すし券取扱店で使用できます。3,000円分・
5,000円分・1万円分・5万円分・10万円分の5商品をご用意しています。有効期限は、発行日から4～5
年です。

事業者コード T044 全国共通すし券 [静岡県]	 g 0.1

■事業者：静岡県鮨商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：静岡県鮨商生活衛生同業組合

■ TEL：054-255-7148　■ URL：http://shizuoka-sushi.jp

50,000円分 商品
コード 50000 50,500 点

10,000円分 商品
コード 10000 10,500 点

5,000円分 商品
コード 5000 5,500 点

全国の「すし組合加盟すし券取扱店」で利用できる商品券です。10万円分・5万円分・1万円分・5千円分
の4商品をご用意しています。有効期限は2019年12月31日です。一部取扱店の無い地域がございま
す。

事業者コード T045 全国共通すし券 [愛知県]	 g 0.1

■事業者：愛知県すし商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：愛知県すし商生活衛生同業組合

■ TEL：052-583-1183　■ URL：http://www.sushi-japan.or.jp

100,000円分 商品
コード AS100000 100,500 点

50,000円分 商品
コード AS50000 50,500 点

10,000円分 商品
コード AS10000 10,500 点

全国すし組合加盟店のすし券取扱店でご利用できる食事券です。一部取扱のない地域がございます。
3千円分、5千円分、1万円分、5万円分、10万円分の5商品をご用意しています。有効期限は、4年間で
す。

事業者コード T049 全国共通すし券 [大阪府]	 g 0.1

■事業者：大阪府鮓商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：大阪府鮓商生活衛生同業組合

■ TEL：06-6538-3121　■ URL：http://osaka-sushi.net/

50,000円分 商品
コード US-50500 50,500 点

10,000円分 商品
コード US-10500 10,500 点

5,000円分 商品
コード US-5500 5,500 点

有効期限4～5年。全国のすし組合すし券取扱店にてお使いいただけます。　

事業者コード T053 全国共通すし券 [山口県]	 g 0.1

■事業者：山口県すし商生活衛生同業組合　■問い合わせ先：山口県すし商生活衛生同業組合

■ TEL：083-251-6353　

100,000円分 
（すし券200枚）

商品
コード YS-100500 100,500 点

50,000円分 
（すし券100枚）

商品
コード YS-50500 50,500 点

10,000円分 
（すし券20枚）

商品
コード YS-10500 10,500 点

全国のすし券取扱店にてご利用可能な商品券です。5,000円分、1万円分、5万円分、10万円分の4商品
をご用意しています。有効期限は券表面に記載しています。すし券取扱店リストを商品に同封して発送
いたします。
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事業者コード T031 全国共通図書カード [全国]	 g 0.1

■事業者：日本図書普及株式会社　■問い合わせ先：日本図書普及株式会社

■ TEL：03-3267-2283　■ URL：http://www.toshocard.com/eco_point/

100,000円分 
（10,000円券×10枚）

商品
コード T-100 100,000 点

10,000円分 
（10,000円券×1枚）

商品
コード T-10 10,000 点

5,000円分 
（5,000円券×1枚）

商品
コード T-05 5,000 点

1,000点から40,000点までは1,000点単位で、50,000点から100,000点までは10,000点単位で点
数と同額の図書カードと交換できます。但し、3,000点以下は300点追加となります。詳しくは当社HP
をご覧ください。

事業者コード T033 フラワーギフトカード [全国]	 g 1

■事業者：株式会社日比谷花壇　■問い合わせ先：日比谷花壇コーポレートサービス部

■ TEL：03-5444-8727　■ URL：http://www.hibiya.co.jp/

（一般ギフト用） 500円券×20枚 
（総額10,000円分）

商品
コード A-10000 10,500 点

（一般ギフト用） 500円券×10枚 
（総額5,000円分）

商品
コード A-5000 5,500 点

（お悔やみ用） 500円券×10枚 
（総額5,000円分）

商品
コード B-5000 5,500 点

使用可能店舗:日比谷花壇店舗（一部店舗を除く）、全国のイーフローラ加盟店 ・額面単位:500円。

旅 行 ・ 宿 泊 券

事業者コード T013 H.I.S.　GIFT　CARD [全国]	 g 1

■事業者：株式会社エイチ・アイ・エス　■問い合わせ先：会員デスク

■ TEL：03-5908-2081　■ URL：http://www.his-j.com

300,000円分 
（10,000円券×30枚）

商品
コード HIS300000 300,000 点

100,000円分 
（10,000円券×10枚）

商品
コード HIS100000 100,000 点

10,000円分 
（1,000円券×10枚）

商品
コード HIS010000 10,000 点

全国のHIS店舗で手配する航空券・パッケージツアー・ホテルなどの代金支払いに利用できる旅行商品
券です。商品券に有効期限はありません。

事業者コード T016 ツーリスト旅行券 [全国]	 g 1

■事業者：近畿日本ツーリスト株式会社　■問い合わせ先：近畿日本ツーリスト株式会社　エコデスク

■ TEL：0570-550-847　■ URL：http://www.knt.co.jp/gift/

300,000円分 商品
コード TR-A30B0C0 300,000 点

10,000円分 商品
コード TR-A1B0C0 10,400 点

1,000円分 商品
コード TR-A0B0C1 1,400 点

ツーリスト旅行券は、全国の近畿日本ツーリストグループで使える旅行券で、海外旅行・国内旅行および
各種乗車券類（航空券・JR券）、宿泊券など様々なご旅行にご利用いただけます。　　　

事業者コード T070 MOS CARD [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社モスフードサービス　■問い合わせ先：株式会社モスフードサービス　お客様相談室

■ TEL：0120-300-900　■ URL：http://mos.jp/mosca/

20,000円分 商品
コード MSC-24 20,000 点

15,000円分 商品
コード MSC-25 15,000 点

10,000円分 商品
コード MSC-26 10,000 点

全国約1,400店舗（一部店舗を除く）で、繰り返し入金して使える、モスバーガーのプリペイドカードで
す。有効期限は、お届けから約2年6ヶ月です。モスカードへの交換方法や、省エネ住宅ポイントの詳細に
ついては、省エネ住宅ポイント事務局へご相談ください。（送料込）

生 活 関 連 券

事業者コード T021 クリーニングギフト券 [全国]	 g 0.1

■事業者：全国クリーニング生活衛生同業組合連合会　■問い合わせ先：全国クリーニング生活衛生同業組合連合会

■ TEL：03-5362-7201　■ URL：http://www.zenkuren.or.jp/

5,000円セット 
（500円×10枚）

商品
コード CL05 5,000 点

3,000円セット 
（500円×6枚）

商品
コード CL03 3,000 点

2,000円セット 
（500円×4枚）

商品
コード CL02 2,000 点

クリーニングギフト券は全国のクリーニング組合加盟店でご利用いただける便利なギフト券です。使う
人を選ばないので、引越しのご挨拶や、工事中の騒音のお詫びの品に最適です。（有効期限は発行から
約3年間です）

事業者コード T025 こども商品券 [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社トイカード　■問い合わせ先：トイカード　省エネ住宅ポイント係

■ TEL：03-5806-3760　■ URL：http://www.toycard.co.jp/

100,000円分 商品
コード D100 100,000 点

10,000円分 商品
コード D10 10,000 点

4,500円分 商品
コード D05 5,000 点

おもちゃ・ベビー子供用品・文具等全国約5,000か所で使える子供の為のギフト券。1万円分以上は送
料無料でお届け致します。詳しくはWEBで。

事業者コード T030 花とみどりのギフト券 [全国]	 g 0.1

■事業者：一般社団法人日本生花通信配達協会　■問い合わせ先：一般社団法人日本生花通信配達協会 ギフト券課

■ TEL：03-5496-0366　■ URL：http://www.flowercard.jp/

プレミアム付き「花とみどり
のギフト券」・105,000円分

商品
コード F100000 100,000 点

プレミアム付き「花とみどり
のギフト券」・30,500円分

商品
コード F30000 30,000 点

花とみどりのギフト券
10,000円分

商品
コード F10000 10,000 点

「花とみどりのギフト券」は「お好きな時に・お好きな花」を選んでいただけるお花の商品券です。新しい
お住まいには花や緑が最適です。3万円分まで千円単位で交換でき3万円から10万円はプレミアムが
付きます。詳しくは当社HPをご覧ください。
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69※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

事業者コード T034 プリンスチケット [全国]	 g 0.2

■事業者：株式会社プリンスホテル　■問い合わせ先：マーケティング部内　省エネ住宅ポイント担当

■ TEL：03-5928-1154　■ URL：http://www.princehotels.co.jp/

5,000円×10枚 商品
コード PT-005 50,000 点

1,000円×30枚 商品
コード PT-003 30,000 点

1,000円×10枚 商品
コード PT-001 10,000 点

プリンスホテルを中心にご宿泊、お食事、テニス、ゴルフ、ボウリング、遊園地、スキー、スケート、そして
お買物など、全国にひろがる西武グループのレジャー施設でご利用いただけるチケットです。 有効期限
はありません。

事業者コード T038 ANA旅行券 [全国]	 g 3

■事業者：ANAセールス株式会社　■問い合わせ先：ANA 旅行積立プラン専用デスク

■ TEL：0120-029-231　■ URL：http://www.anas.co.jp/tsumitate/

100,000円分 商品
コード ANA100000 100,000 点

3万円分 商品
コード ANA30000 30,000 点

1万円分 商品
コード ANA10000 10,000 点

ANA国内・国際線航空券、ANAセールス旅行商品などの購入にご利用頂けます。ご利用場所はANA
セールス、ANA空港カウンター、ホテル、レンタカーなどの加盟店となり、ご利用商品により異なりま
す。詳しくはホームページでご確認ください。

事業者コード T040 【JTB旅行券】ナイストリップ [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社ジェイティービー　■問い合わせ先：PLUS JTB サービスセンター

■ TEL：0570-039-714　■ URL：http://eco-po.com/

30万円分 商品
コード JW300 300,000 点

 15万円分 商品
コード JW150 150,000 点

10万円分 商品
コード JW100 100,000 点

JTB旅行券は、全国のJTBグループ店舗で使えるロングセラー旅行券です。JTBグループ店舗及びお電
話で一枚の切符購入から国内外の旅行など様々な用途にご利用可能。金種は1万円。有効期限なし。10
万円～30万円分まで1万円単位でご用意。送料無料。

事業者コード T050 都ホテルズ&リゾーツ ギフトチェック [全国]	g 0.1

■事業者：株式会社　近鉄・都ホテルズ　■問い合わせ先：株式会社　近鉄・都ホテルズ　営業推進部

■ TEL：06-6774-7680　■ URL：http://www.miyakohotels.ne.jp/j/index.html/

50,000円分 商品
コード 387 50,000 点

10,000円分 商品
コード 386 10,000 点

5,000円分 商品
コード 385 5,000 点

近畿、東海圏を中心に、東京から沖縄まで国内加盟ホテルでの宿泊・レストラン・宴会でお使いいただけ
るホテル利用券。券種は1,000円券と5,000円券の2種。ご利用に際してのつり銭はご容赦いただいて
おります。

事業者コード T017 ペアご宿泊ギフト券ベストセレクション [全国]	 g 1

■事業者：近畿日本ツーリスト株式会社　■問い合わせ先：近畿日本ツーリスト株式会社　エコデスク

■ TEL：0570-550-847　■ URL：http://www.knt.co.jp/gift/

50,000円分 商品
コード G-BSELECT 50,000 点

商品
コード

商品
コード

ペアご宿泊ギフト券ベストセレクションは、日本全国から厳選された旅館やホテルのご宿泊をお選びい
ただけるカタログギフトです。

事業者コード T027 東急ホテルズ ギフトカード [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社東急ホテルズ　■問い合わせ先：東急ホテルズ コンフォートメンバーズ事務局

■ TEL：0120-957-101　■ URL：http://www.tokyuhotels.co.jp

100,000円分 商品
コード TG-100000 100,000 点

50,000円分 商品
コード TG-50000 50,000 点

30,000円分 商品
コード TG-30000 30,000 点

全国各地の東急ホテルズのご宿泊、ご飲食（直営レストランに限ります）およびその他付帯施設のお支
払いにご利用いただけます。1,000円分のギフトカードで、1万円分、2万円分、3万円分、5万円分、10
万円分の5商品をご用意しています。

事業者コード T028 東武トップツアーズ旅行券 [全国]	 g 1

■事業者：東武トップツアーズ株式会社　■問い合わせ先：ビジネスサポート営業部　関連事業担当

■ TEL：03-5704-3753　■ URL：http://tobutoptours.jp/

300,000円分 商品
コード BIN300000 300,000 点

48,000円分 商品
コード BIN48000 48,000 点

24,000円分 商品
コード BIN24000 24,000 点

東武トップツアーズ約153店舗での旅行代金のお支払いにご利用可能な商品券です。

事業者コード T029 JAL旅行券 [全国]	 g 1

■事業者：日本航空株式会社　■問い合わせ先：JAL 旅行積立デスク（業務受託㈱ジャルセールス）

■ TEL：0120-386-231　■ URL：https://www.jal.co.jp/shoenejutaku/

200,000円分 商品
コード JAL200000 200,000 点

10,000円分 商品
コード JAL10000 10,000 点

3,000円分 商品
コード JAL03000 3,000 点

JAL旅行券は日本航空の航空券やJALパック国内・海外ツアー（ダイナミックパッケージ除く）、JALホテ
ルズでのご宿泊などJALグループ商品のご購入にご利用いただけます。

事業者コード T032 日本旅行ギフト旅行券 [全国]	 g 1

■事業者：株式会社日本旅行　■問い合わせ先：日本旅行ギフト旅行券 省エネ住宅ポイント窓口

■ TEL：0466-35-7388　■ URL：http://www.nta.co.jp

10,000円券×30枚 
（総額30万円分）

商品
コード nta300000 300,000 点

10,000円券×10枚 
（総額10万円分）

商品
コード nta100000 100,000 点

10,000円券×1枚 
（総額1万円分）

商品
コード nta010000 10,500 点

日本旅行、日本旅行グループ店舗及び代理業・特約店（一部除く）において、現金と同様に乗車券・航空
券・宿泊券・企画旅行等の旅行商品の購入代金としてご利用可能です。（JR・航空回数券類等、一部ご利
用になれない商品がございます）
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事業者コード T012 イオン商品券 [全国]	 g 0.1

■事業者：イオンリテール株式会社　■問い合わせ先：省エネ住宅ポイント　イオン商品券係

■ TEL：0120-619-234　■ URL：http://www.aeonretail.jp/

30,000円分 商品
コード 30200 30,200 点

10,000円分 商品
コード 10200 10,200 点

5,000円分 商品
コード 5200 5,200 点

一部を除く全国のイオングループ各店でご利用頂けます。ご利用店舗については、お客さま情報サイト
より店舗リストをご覧下さい。

事業者コード T014 CGCグループ共通商品券 [全国]	 g 0.1

■事業者：エス・ビー・システムズ株式会社　■問い合わせ先：エス・ビー・システムズ株式会社

■ TEL：03-3369-2011　■ URL：http://www.sbsystems.co.jp/gift_card/

5万円分 商品
コード CGC-050000 50,000 点

1万円分 商品
コード CGC-010000 10,000 点

5,000円分 商品
コード CGC-005000 5,000 点

5,000点～5万点までは1,000円単位で交換。北海道から沖縄まで全国のCGC加盟食品スーパー
3,200店舗でご利用頂けます。送料無料。※商品コードは10,000円の場合【CGC-010000】左側5桁
固定、右側5桁に金額を入れて下さい。

事業者コード T020 セブン&アイ共通商品券 [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社セブン & アイ・ホールディングス　■問い合わせ先：セブン & アイ・ホールディングス

■ TEL：03-6238-3000　■ URL：http://www.7andi.com/

50,000円分 商品
コード 50000 50,000 点

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点

5,000円分 商品
コード 5000 5,000 点

【送料無料】　商品コードは金額と同じ数字。イトーヨーカドー、アリオ、セブン‐イレブン、そごう、西武百
貨店、デニーズ、ヨークベニマル等、全国のセブン&アイグループで利用可能。5千円～8万円分迄は千
円単位、8万円～30万円分迄は1万円単位で交換可能。

事業者コード T023 農協全国商品券 [全国]	 g 0.1

■事業者：全国農業協同組合連合会　■問い合わせ先：全国農業協同組合連合会　生活リテール部

■ TEL：03-6271-8357　■ URL：http://www.zennoh.or.jp/bu/seikatu/gift/index.htm

300,000円分 商品
コード NK-300000 300,000 点

150,000円分 商品
コード NK-150000 150,000 点

10,000円分 商品
コード NK-10000 10,000 点

全国の農協（JA）店舗のほか、JGC系統指定代行店（JAギフト加盟店）およびシャディ店・サラダ館、指定
百貨店でもお使いいただけます。（一部売場ではお取扱いできない場合もございます）

事業者コード T026 東急ハンズギフトカード [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社東急ハンズ　■問い合わせ先：東急ハンズ　外商部

■ TEL：03-5155-5401　■ URL：http://www.tokyu-hands.co.jp

100,000円分 商品
コード TH-100000 100,500 点

10,000円分 商品
コード TH-10000 10,500 点

1,000円分 商品
コード TH-1000 1,500 点

東急ハンズ全店・ハンズビー全店にてご利用いただけます。使用期限はございません。

事業者コード T059 藤田観光グループ　ホテル・レストラン券 [全国]	 g 0.3

■事業者：藤田観光株式会社　■問い合わせ先：藤田観光グループ　リザベーションサービス㈱

■ TEL：03-5981-7765　■ URL：http://www.fujita-kanko.co.jp/

20,000円分 商品
コード A-20000 20,000 点

10,000円分 商品
コード A-10000 10,000 点

5,000円分 商品
コード A-5000 5,000 点

本券は藤田観光グループの各施設での宿泊または飲食でご利用いただけます。

事業者コード T072 JTBトラベルギフト [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社ジェイティービー　■問い合わせ先：PLUS JTB サービスセンター

■ TEL：0570-039-714　■ URL：http://eco-po.com

15万円分 商品
コード TW150 150,000 点

10万円分 商品
コード TW100 100,000 点

5万円分 商品
コード TW50 50,000 点

全国のJTBグループ各販売店約800店舗、総合提携店、インターネットにてJTBの海外旅行、国内旅行、
宿泊等の決済にご利用可能なサーバー管理型のカード型旅行券です。インターネットでカードの残高照
会がご利用いただけます。交換商品は5万円～30万円分まで1万円単位でご用意しました。送料無料。

流 通 系 商 品 券

事業者コード T001 西條商品券 [北海道]	 g 0.1

■事業者：株式会社西條　■問い合わせ先：株式会社西條　総務部

■ TEL：01654-2-3001　■ URL：http://www.saijo-dp.co.jp

50,000円分 商品
コード 50000 50,000 点

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点

1,000円分 商品
コード 1000 1,000 点

道北地域12店舗で使用可能です。額面1,000円の商品券で、有効期限はありません。

事業者コード T011 ヤオコー商品券 [関東]	 g 0.1

■事業者：株式会社ヤオコー　■問い合わせ先：お客様相談室

■ TEL：0120-46-7720　■ URL：http://www.yaoko-net.com/

10,000円分 商品
コード YS-3 10,000 点

5,000円分 商品
コード YS-2 5,000 点

1,000円分 商品
コード YS-1 1,000 点

ヤオコー全店、ヤオコー川越美術館にてご利用いただけます。有効期限がございません。おつりがでま
すので、お気軽に店舗でご利用ください。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 一 般 型 商 品 券 等

71※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

事業者コード T051 松源ギフトカード [和歌山県]	 g 0.1

■事業者：株式会社松源　■問い合わせ先：株式会社松源　お客様サービスセンター

■ TEL：0120-18-3715　■ URL：http://www.matugen.co.jp

300,000円分 商品
コード M300 300,000 点

50,000円分 商品
コード M050 50,000 点

5,000円分 商品
コード M005 5,000 点

和歌山県下、大阪南部の松源全店及び提携テナントで利用できる商品券です。交換ポイントは5,000点
から1,000点刻みで50,000点まで。以降50,000点刻みで300,000点まで交換可能。

事業者コード T052 イズミ・ゆめタウン商品券 [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社イズミ　■問い合わせ先：イズミ省エネ住宅ポイント事務局

■ TEL：0120-985-055　■ URL：http://www.izumi.co.jp

100,000円 商品
コード yume100000 100,500 点

50,000円 商品
コード yume50000 50,500 点

10,000円 商品
コード yume10000 10,500 点

ゆめタウン・ゆめマート・エクセルの105店舗及びそのテナントでご利用できる商品券です。

事業者コード T054 サニーマート商品券 [高知県]	 g 0.1

■事業者：株式会社サニーマート　■問い合わせ先：サニーマートお客様サービス室

■ TEL：0120-837-271　■ URL：http://www.sunnymart.co.jp/

300,000円分 商品
コード 300 300,000 点

100,000円分 商品
コード 100 100,000 点

10,000円分 商品
コード 010 10,000 点

弊社は、高知県、愛媛県で店舗を営業しているスーパーマーケットです。営業エリアをご確認のうえ、交
換申請をお願いします。送料・手数料は無料です。

事業者コード T055 サンリブ・マルショク商品券	 g 0.1

■事業者：株式会社サンリブ　■問い合わせ先：株式会社サンリブ　総務部

■ TEL：093-591-3711　■ URL：http://www.sunlive.co.jp/

100,000円分 商品
コード SUN-100 100,000 点

30,000円分 商品
コード SUN-30 30,000 点

5,000円分 商品
コード SUN-05 5,000 点

サンリブ・マルショクグループ全店でご利用できます。ご利用できる店舗は、広島・山口・福岡・佐賀・大
分・熊本・宮崎に166店舗でございます。（平成27年2月現在）有効期限はございません。

事業者コード T035 マルイの商品券 [東京都]	 g 0.1

■事業者：株式会社　丸井　■問い合わせ先：（株）丸井グループ　CSR 推進部　環境・CSR 担当

■ TEL：03-3384-0101　■ URL：http://www.0101.co.jp/index.html

10,000円分 商品
コード 10000 10,500 点

5,000円分 商品
コード 5000 5,500 点

3,000円分 商品
コード 3000 3,500 点

丸井全店、モディ（戸塚・町田・川越）、ノクティプラザ（溝口）でご利用いただけます。一部、ご利用いただ
けないショップがございます。1,000円券3枚セット（3,000円分）～300枚セット（300,000円分）の14
種類となります。（有効期限なし）

事業者コード T036 マルエツ商品券 [関東]	 g 0.1

■事業者：株式会社マルエツ　■問い合わせ先：マルエツ 問合せ窓口業務 ㈱マーノ

■ TEL：03-3590-6895　■ URL：http://www.maruetsu.co.jp/

100,000円分 商品
コード 100000 100,000 点

10,000円分 商品
コード 10000 10,000 点

3,000円分 商品
コード 3000 3,000 点

【送料無料】3,000円分から1,000円単位で100,000円分迄交換可。商品コード欄には、交換するポイ
ントと同じ数字を記入。マルエツグループ各店舗（マルエツ・マルエツ プチ・リンコス）で御利用頂けま
す。詳しくはホームページを御覧下さい。

事業者コード T046 清水屋商品券 [愛知県]	 g 0.1

■事業者：株式会社清水屋　■問い合わせ先：清水屋　本部総務

■ TEL：0568-85-1115　■ URL：http://www.shimizuya.co.jp/

10,000円分 商品
コード 10000 10,500 点

5,000円分 商品
コード 5000 5,500 点

3,000円分 商品
コード 3000 3,500 点

愛知県・岐阜県内の清水屋全6店舗でご利用頂ける商品券です。3,000円分～295,000円分と幅広く
ご用意しておりますので、是非ご利用下さい。※有効期限なし

事業者コード T047 ユニーグループ商品券 [全国]	 g 0.1

■事業者：ユニー株式会社　■問い合わせ先：ユニー住宅ポイント係

■ TEL：0570-550-890　■ URL：http://www.uny.co.jp/sp/jutakupoint/

1,000円券×200枚 
（総額20万円分）

商品
コード uny200000 200,000 点

1,000円券×100枚 
（総額10万円分）

商品
コード uny100000 100,000 点

1,000円券×10枚 
（総額1万円分）

商品
コード uny10000 10,000 点

「アピタ」「ピアゴ」「ラ フーズコア」及び「サークルK」「サンクス」でご利用いただけるほか、「ユーホーム」
「夢屋書店」「ミニピアゴ」「ベンガベンガ」等でご利用いただけます。必要ポイントに送料等が含まれ、
大変お得です。有効期限はございません。

事業者コード T048 平和堂商品券 [滋賀県]	 g 0.1

■事業者：株式会社平和堂　■問い合わせ先：株式会社平和堂　総務部 CSR 推進室

■ TEL：0749-23-3150　■ URL：http://www.heiwado.jp/

299,500円分 商品
コード hw299500 300,000 点

99,500円分 商品
コード hw99500 100,000 点

9,500円分 商品
コード hw9500 10,000 点

近畿・北陸・東海で営業しています株式会社平和堂各店、株式会社エール各店、株式会社丸善各店及び
滋賀・富山・石川・福井・岐阜・京都・奈良の株式会社ファイブスターが運営するCOCO’S・廻鮮寿司　海
座・いちおしや伝五郎各店でご利用いただけます。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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流 通 系
プ リ ペ イド カ ード

事業者コード T018 クオ・カード [全国]	 g 0.15

■事業者：株式会社クオカード　■問い合わせ先：株式会社クオカードお客様サービス部

■ TEL：0120-352-251　■ URL：http://www.quocard.com/

299,500円分 商品
コード E300000P 300,000 点

9,500円分 商品
コード E10000P 10,000 点

2,500円分 商品
コード E3000P 3,000 点

提携のコンビニエンスストア、書店、ファミリーレストラン、ドラッグストア等全国約5万2千店でご利用
頂けるプリペイドカードです。3,000点から10万点まで1,000点刻み、20万点、30万点で交換可能で
す。（送料として500点頂戴します。）

事業者コード T068 選べる電子マネーギフト　イージョイカセレクトギフト [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション　■問い合わせ先：NTT カードソリューション総合受付センタ

■ TEL：0120-707-080　■ URL：http://pr.ejoica.jp/c-faq/top.html

3,000円券×99
 （総額297,000円分）

商品
コード EJSG297000 297,500 点 j

3,000円券×10
 （総額30,000円分）

商品
コード EJSG30000 30,500 点 j

3,000円券×1
 （総額3,000円分）

商品
コード EJSG3000 3,500 点 j

Amazonギフト券やiTunesギフトコードなどお好きな電子マネー等（5種類）に交換いただけます。使
用可能範囲は選択した電子マネー等の利用先となります。（3,000円券単位で3,500点～297,500点
まで交換可。送料はポイント数に含みます。）

事業者コード T062 ヨシヅヤ商品券 [愛知県]	 g 0.1

■事業者：株式会社　義津屋　■問い合わせ先：ヨシヅヤ事務センター省エネ住宅ポイント係

■ TEL：0567-23-7107　■ URL：http://www.yoshizuya.com

23,500円分
1,000円券×23枚+500円券1枚

商品
コード Y-024 24,000 点

5,500円分
1,000円券×5枚+500円券1枚

商品
コード Y-006 6,000 点

2,500円分
1,000円券×2枚+500円券1枚

商品
コード Y-003 3,000 点

ヨシヅヤ各店直営売場にて使用できる商品券です（一部除外有）。1,000ポイントから50,000ポイント
まで交換可能。郵送料とし500円減算。例）30,000ポイント→29,500円分【商品コードY-030】等

事業者コード T065 フジ商品券 [愛媛県]	 g 0.1

■事業者：株式会社フジ　■問い合わせ先：省エネ住宅ポイントフジお客様相談窓口

■ TEL：0120-825-021　■ URL：http://www.the-fuji.com/

1,000円券・
300,000円分

商品
コード fuji300000 300,000 点

1,000円券・
100,000円分

商品
コード fuji100000 100,000 点

1,000円券・
10,000円分

商品
コード fuji10000 10,000 点

愛媛・香川・徳島・高知・広島・山口県のフジ98店舗（一部テナントを除く）でご利用いただける商品券で
す。1,000円から39,000円分までは千円刻み、50,000円から300,000円分までは5万円刻みで交換
可能です。（郵送のみで送料は無料）

事業者コード T066 カインズグループ商品券 [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社カインズ　■問い合わせ先：株式会社カインズ財務部

■ TEL：0495-88-7105　■ URL：http://www.cainz.co.jp

10,000円分 商品
コード CA10000 10,000 点

5,000円分 商品
コード CA5000 5,000 点

3,000円分 商品
コード CA3000 3,000 点

カインズをはじめベイシアグループ各店舗において、表示された金額と同額の商品との引き換え

事業者コード T067 全国共通ファミリーマートお買物券 [全国]	 g 0.1

■事業者：伊藤忠商事株式会社　■問い合わせ先：Fami ポートクーポン事務局

■ TEL：03-6302-8686　■ URL：http://coupon.market.jp/jyuutaku-points/

24,400円分 商品
コード SJP025000 25,000 点

4,400円分 商品
コード SJP005000 5,000 点

400円分 商品
コード SJP001000 1,000 点

全国のファミリーマートで利用可能です。引換IDを店内設置の「Famiポート」へ入力いただくことで申
請額のお買物券が発券・利用できます。利用方法の詳細は、同封されるお買物券利用方法をご覧下さ
い。

インターネット上の手続きが必要となる商品については、各事業者から通知が送付されます。通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。電



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 一 般 型 商 品 券 等

73※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

事業者コード T007 日専連ギフトカード [青森県]	 g 0.15

■事業者：株式会社日専連ホールディングス　■問い合わせ先：㈱日専連ホールディングス

■ TEL：017-777-2000　■ URL：http://www.nissenren-aomori.or.jp/

299,500円分 商品
コード NHD299500 300,000 点

23,500円分 商品
コード NHD23500 24,000 点

5,500円分 商品
コード NHD05500 6,000 点

全国の日専連加盟店（専門店・デパート・ショッピングセンター・コンビニエンスストア等）及び青森県内
のタクシー・運転代行等、幅広くご利用いただけます。

事業者コード T037 UCギフトカード [全国]	 g 0.1

■事業者：ユーシーカード株式会社　■問い合わせ先：UC オーダーデスク

■ TEL：03-5996-9122　■ URL：http://www2.uccard.co.jp/life/gift/giftcard.html

149,500円分 商品
コード UCG149500 150,000 点

99,500円分 商品
コード UCG99500 100,000 点

59,500円分 商品
コード UCG59500 60,000 点

UCギフトカードは百貨店、スーパー、ショッピングセンター、ホテルなど全国60万店以上でご利用いた
だける共通商品券です。500円券・1,000円券・5,000円券の3券種をご用意しています。

事業者コード T039 【全国共通商品券】JTBナイスギフト [全国]	g 0.1

■事業者：株式会社ジェイティービー　■問い合わせ先：PLUS JTB サービスセンター

■ TEL：0570-039-714　■ URL：http://eco-po.com/

30万円分 商品
コード BW300 300,000 点

15万円分 商品
コード BW150 150,000 点

10万円分 商品
コード BW100 100,000 点

「JTBナイスギフト」は、デパートをはじめショッピングセンターやゴルフ場など全国約100万店以上の
JCBギフトカード加盟店で使えるオールマイティなギフト券です。金種は1,000円。有効期限なし。10
万円～30万円分まで1万円単位でご用意。送料無料。

事業者コード T058 OCS商品券 [沖縄県]	 g 0.1

■事業者：株式会社 OCS　■問い合わせ先：OCS サポートセンター（平日 9:00 ～ 17:30）

■ TEL：098-901-0094　■ URL：http://www.ocsnet.co.jp/

299,500円分 
（1,000円券×299枚　500円券×1枚） 送料500ポイント含む

商品
コード OCS299500 300,000 点

19,500円分 
（1,000円券×19枚　500円券×1枚） 送料500ポイント含む

商品
コード OCS19500 20,000 点

500円分 
（500円券×1枚） 送料500ポイント含む

商品
コード OCS500 1,000 点

沖縄県内のデパート、スーパー、ショッピングセンター、コンビニなどで幅広くご利用できる商品券です
（ただし沖縄県外ではご利用いただけません）。ポイントを活用できるよう1,000円～300,000円分の
商品券組合わせを36種類ご用意しました。

ク レ ジ ット 系 商 品 券

事業者コード T002 日専連ギフトカード [全国]	 g 0.15

■事業者：株式会社日専連ニックコーポレーション　■問い合わせ先：株式会社日専連ニックコーポレーション

■ TEL：0157-24-2000　■ URL：http://www.nissenren-nicc.co.jp/

10,000円分 商品
コード 10000 10,500 点

1,000円分 商品
コード 1000 1,500 点

500円分 商品
コード 500 1,000 点

全国の日専連加盟店でご利用いただけるギフトカードです。（一部取扱いの少ない地域もございますの
で事前にご確認願います。） 3万円分までは500円刻み、以後1万円単位で30万円分までの交換が可能
です。 有効期限は発行日より5年間です。

事業者コード T003 日専連ギフトカード [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社ニッセンレンエスコート　■問い合わせ先：株式会社ニッセンレンエスコート

■ TEL：011-251-4512　■ URL：http://www.nissenren-scort.co.jp

300,000円分 商品
コード NS300 300,000 点

50,000円分 商品
コード NS050 50,500 点

10,000円分 商品
コード NS010 10,500 点

百貨店、大型店、専門店など、北海道を中心とした全国の日専連加盟店約80,000店で使用できる便利
な商品券です。1,000円分=1,000ptで、3,000円分（送料込3,500pt）から交換可能です。

事業者コード T004 日専連ギフトカード [全国]	 g 0.15

■事業者：株式会社日専連釧路　■問い合わせ先：株式会社日専連釧路

■ TEL：0154-37-2000　■ URL：http://nissenren946.com

300,000円分 商品
コード 0111300000 300,000 点

3万円分 商品
コード 0111030000 30,500 点

3千円分 商品
コード 0111003000 3,500 点

当社は、北海道の釧路、根室を商圏とする日専連系のクレジット会社で有り、当社発行の日専連ギフト
カードは当社加盟店はもとより、全国一流専門店大型店の日専連加盟店でご利用になれます。有効期限
は発効日より5年間となっております。

事業者コード T005 日専連ギフトカード [北海道]	 g 0.15

■事業者：株式会社日専連ジェミス　■問い合わせ先：株式会社日専連ジェミス

■ TEL：0155-21-2000　■ URL：http://www.nissenrenjemis.jp/

299,500円分 商品
コード 299500 300,000 点

100,000円分 商品
コード 100000 100,500 点

50,500円分 商品
コード 50500 51,000 点

北海道の百貨店・スーパー等にてご利用できます。券種は1,000円・500円の2種類をご用意しておりま
す。ギフトカードの有効期限は、発効日より5年間です。



▶▶▶ht tp://shoenejutaku-points . jp 一 般 型 商 品 券 等
掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイント
ホームページをご覧ください。
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そ の 他

事業者コード T074 MOTTAINAI SELECT ギフトカード [全国]	g 0.1

■事業者：伊藤忠商事株式会社　■問い合わせ先：MOTTAINAI お問い合わせダイヤル

■ TEL：0120-050-188　■ URL：http://gift.mottainai-3r.jp/

300,000円分 商品
コード MTT0300000 300,000 点 j

50,000円分 商品
コード MTT0050000 50,000 点 j

10,000円分 商品
コード MTT0010000 10,000 点 j

様々な商品を豊富に取り揃えた交換サイト「MOTTAINAI SELECT」の中から、お好きな商品に交換で
きるギフトカードです。 商品写真をみながら、じっくり交換商品を選びたい方へオススメのギフトカード
となっております。

事業者コード T064 JCBギフトカードセット [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社ジェーシービー　■問い合わせ先：JCB 省エネ住宅ポイントデスク

■ TEL：0570-026-108　■ URL：http://www.jcb.co.jp/

ギフト+QUOセット【JCBギフトカ-ド】
（99,000円分） +JCB-QUOカ-ド（500円分）

商品
コード jcb-100000 100,000 点

ギフト+QUOセット【JCBギフトカ-ド】
（49,000円分） +JCB-QUOカ-ド（500円分）

商品
コード jcb-50000 50,000 点

ギフト+QUOセット【JCBギフトカ-ド】
（29,000円分） +JCB-QUOカ-ド（500円分）

商品
コード jcb-30000 30,000 点

お買いもの・お食事・ご宿泊など日本全国100万店のJCBギフトカード取扱店で幅広く使えます。お中
元・お歳暮はもちろんのこと、日ごろの感謝の気持ちをこめた御礼の品に、JCBギフトカードがおすすめ
です。

カ タ ロ グ ギ フト 券

事業者コード T015 産直カタログ オリコまごころチケット [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社オリコビジネス & コミュニケーションズ　■問い合わせ先：オリコ B&C 省エネ住宅ポイントサービス

■ TEL：0120-790-550　■ URL：https://www.orico-bc.co.jp/shouene/

産直カタログ・プリムローズ
20,000円相当

商品
コード 20000 20,000 点

産直カタログ・カメリア
10,000円相当

商品
コード 10000 10,000 点

産直カタログ・カーネーション
5,000円相当

商品
コード 6000 6,000 点

全国各地からおいしい味、旬の味を集めました。お好きな食べ物を、お好きな時に選べるよう、商品交換
有効期限は2年間です。（有効期限日が印字されています）

事業者コード T041 JTBえらべるギフト　たびもの撰華 [全国]	 g 1

■事業者：株式会社 JTB 商事　■問い合わせ先：㈱ JTB 商事　法人外商部

■ TEL：03-6832-4755　■ URL：http://www.jtbtrading.co.jp/shoenejutaku-points/

たびもの撰華　極
【税抜100,600円相当品】

商品
コード 600-4 108,000 点

たびもの撰華　柊
【税抜30,600円相当品】

商品
コード 300-4 33,000 点

たびもの撰華　椿
【税抜10,600円相当品】

商品
コード 100-4 11,000 点

JTBグループのネットワークを活かして、幅広い仕入れと商品開発を実施。

事業者コード T073 JTBハーモニフト [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社ジェイティービー　■問い合わせ先：PLUS JTB サービスセンター

■ TEL：0570-039-714　■ URL：http://eco-po.com

★プレミアム宿泊ギフト★JTBハーモニフト7万円
分～「くつろぎ」という贅沢を、特別な日に贈る。～

商品
コード HW70 70,000 点

商品
コード

商品
コード

カタログから「宿泊」または「グルメコース」を選択。「宿泊」はJTB厳選の全国100の旅館・ホテルから選
定の2名宿泊プラン。「グルメ」は、春・夏・秋・冬より各1点を、年4回各季節にてお届けするプラン。（有効
期限1年）

※掲載商品は平成27年5月25日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

インターネット上の手続きが必要となる商品については、各事業者から通知が送付されます。通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。電



復興寄附・環境寄附

復興寄附
被災地支援のために1ポイントから寄附することができます ＞＞＞ P76～

※被災地とは、｢東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律｣における｢特定被災区域｣とします。

環境寄附

■環境保全活動を行う団体
　地球温暖化防止
　リサイクル・廃棄物対策
　自然保護・生物多様性保全
　森林の保全・緑化

　大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策
　環境教育・人材育成
　グリーン購入

■助成 ・ トラスト※1活動等を行う団体
■カーボン ・ オフセット※2などの事業 ・ プロジェクト

全国各地で様々な環境問題に取り組む団体に
1ポイントから寄附することができます ＞＞＞ P78～

〈用語説明〉
※1　（環境）トラストとは？

市民 ・ 企業から寄附を募って土地を買い取り、豊かな自然を将来に引き継いでいく活動
※2　カーボン ・ オフセットとは？

日常生活や経済活動で削減が難しく、どうしても排出される温室効果ガスについて、その量に見合った削減活動に投資
すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせる考え方

事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
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詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

省エネ住宅ポイントの復興寄附

　下表から寄附先を選び、事業者コードを確認して、
申請書に記入してください。

1 寄附先を決める

省エネ住宅ポイントは、被災地支援のために寄附することができます。（1ポイント＝1円）

復興寄附は他の商品との交換と同様に、事業者コードと商品コードを申請書に記入して行います。
詳しくは、本制度のホームページ ht tp://shoenejutaku-point s . jpをご覧ください。

復興寄附の申込方法

 〈寄附ポイント数の例〉
 1〜499点寄附 . . . . . . . . . . . . . . . . .	 1〜499
 500点寄附  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500
 1,000点寄附  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1000
 50,000点寄附  . . . . . . . . . . . . . . . .  50000
 450,000点寄附  . . . . . . . . . . . . . .  450000

商品コード

商品コード

商品コード

商品コード

商品コード

　寄附するポイント数は、500点から450,000点までは500点きざみ、また、1点から499
点までは1点きざみで選択できます。希望するポイント数を申請書の商品コード欄に記入してく
ださい。（ 商品コードは寄附ポイント数と同じ）

2 寄附するポイント数を決める

●一度寄附されたポイントは返却することができません。
●復興寄附は匿名で行われます。
●集められた寄附は1ポイント＝1円で換算されます。

ご 注 意
ください

500ポイント以上を1ポイント
きざみで寄附する場合は2つに
分けて申請してください。

［例］ 1,234ポイント寄附
　. . . .  1000
 234

商品コード

商品コード

事 業 者
コ ー ド 寄附先



詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

77※情報は平成27年5月25日時点のものです。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 復興支援のための寄附

※以下は、平成27年5月25日現在の情報です。今後、変更の可能性があります。
　最新情報は、本制度のホームページ ht tp://shoenejutaku-points. jp をご覧ください。

皆様からお寄せいただいた「復興寄附」は、被災された県・市町村を通じて、被災地の復興支援に活用されます。

① 復興寄附登録地方公共団体（県・市町村への寄附）

皆様からお寄せいただいた「義援金」は、義援金配分委員会の配分計画に基づき、被災者の方々に届けられます。 

② 日本赤十字社を通じた義援金

皆様からお寄せいただいた「支援金」は、被災地で活動するボランティア団体・NPOへの支援金として活用されます。

③ 中央共同募金会を通じた支援金

 〈青森県〉

Z 0 0 1 青森県

Z 1 0 1 八戸市

Z 1 3 9 田野畑村

Z 1 4 0 洋野町

Z 1 4 1 宮古市

 〈埼玉県〉

Z 1 2 0 久喜市

 〈栃木県〉

Z 0 0 8 栃木県

 〈茨城県〉

Z 1 1 3 水戸市

Z 1 1 4 高萩市

Z 1 1 5 取手市

Z 1 1 7 稲敷市

Z 1 1 9 茨城町

Z 1 3 2 土浦市

Z 1 3 7 龍ヶ崎市

Z 0 0 6 茨城県

 〈新潟県〉

Z 1 2 4 十日町市

 〈長野県〉

Z 0 0 7 長野県

Z 1 2 5 栄村

 〈千葉県〉

Z 1 2 1 千葉市

Z 1 2 2 旭市

Z 1 2 3 習志野市

 〈福島県〉

Z 0 0 4 福島県

Z 1 1 2 鮫川村

 〈宮城県〉

Z 1 0 5 仙台市

Z 1 0 6 石巻市

Z 1 0 7 多賀城市

Z 1 0 8 岩沼市

Z 1 0 9 柴田町

Z 1 1 0 山元町

Z 1 3 1 利府町

Z 1 2 9 名取市

Z 1 3 5 亘理町Z 1 3 8 大船渡市

Z 1 2 6 大槌町

Z 1 2 7 釜石市

Z 1 3 4 久慈市

Z 1 0 4 陸前高田市

 〈岩手県〉

Z 0 0 2 岩手県

Z 5 5 0 日本赤十字社  （平成28年1月15日まで受付予定）

Z 6 5 0 中央共同募金会  （平成28年1月15日まで受付予定）
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詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

環境寄附の寄附先は79〜91ページ

環境寄附は他の交換商品と同様に、事業者コードと商品コードを申請書に記入して行います。
詳しくは、本制度のホームページ ht tp://shoenejutaku-point s . jpをご覧ください。

環境寄附の申込方法

事業者コード K 9 9 9  省エネ住宅ポイント事務局 東京都

■URL：http://shoenejutaku-points.jp
■お問い合わせ先：事務局　☎03-000-0000 ■A

事業名 省エネ住宅ポイント環境寄附事業
【寄附の使い途】省エネ住宅ポイントを持つ消費者と環境保全活動を行う団体の間
に立ち、省エネ住宅ポイントを環境寄附として集め、分配を行うことで、全国の環境
保全事業の活性化を行う。

▶団体を指定して寄附を行う場合
次ページ以降の団体情報から、
事業者コードを確認して、
申請書に記入してください。
※団体の活動内容等については、本制度のホームページを 
　ご覧いただくか、各団体にお問い合わせください。

1 寄附先を決める

省エネ住宅ポイントの環境寄附
省エネ住宅ポイントは、環境保全活動を行う団体に寄附することができます。（1ポイント＝1円）

 〈寄附ポイント数の例〉
 1〜499点寄附 . . . . . . . . . . . . . . . . .	 1〜499
 500点寄附  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500
 1,000点寄附  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1000
 50,000点寄附  . . . . . . . . . . . . . . . .  50000
 450,000点寄附  . . . . . . . . . . . . . .  450000

商品コード

商品コード

商品コード

商品コード

商品コード

　寄附するポイント数は、500点から450,000点までは500点きざみ、また、1点から499
点までは1点きざみで選択できます。希望するポイント数を申請書の商品コード欄に記入してく
ださい。（ 商品コードは寄附ポイント数と同じ）

2 寄附するポイント数を決める

●一度寄附されたポイントは返却することができません。
●環境寄附は匿名で行われます。
●集められた寄附は1ポイント＝1円で換算されます。

ご 注 意
ください

500ポイント以上を1ポイント
きざみで寄附する場合は2つに
分けて申請してください。

［例］ 1,234ポイント寄附
　. . . .  1000
 234

商品コード

商品コード



詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。
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▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 環境保全活動を行う団体

■A 地球温暖化防止    ■B リサイクル・廃棄物対策    ■C 自然保護・生物多様性保全    ■D 森林の保全・緑化    ■E 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策
■F 環境教育・人材育成    ■G グリーン購入    ■H 助成・トラスト活動等を行う団体    ■J カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト

各団体の活動内容
（環境保全分野）

※情報は平成27年5月25日時点のものです。

●一度寄附されたポイントは返却することができません。
●環境寄附はカーボン・オフセットの一部を除き匿名で行われます。
●集められた寄附は1ポイント＝1円で換算されます。
●P78の「環境寄附の申込方法」を必ずご確認ください。

ご注意ください

環境保全活動を行う団体

地球温暖化防止A

事業者コード K001 特定非営利活動法人 エコ・モビリティ サッポロ 北海道

■URL：http://velotaxi-sapporo.jp
■お問い合わせ先：TEL 011-788-5480 ■A

事業名 人と地球にやさしい自転車タクシー (ベロタクシー )の運行事業
【寄附の使い途】ベロタクシーを市民や観光客の方々に気軽な移動手段として利用いただ
くためには少しでも早い時期に増車をしたいと考えています。現在の5台からＨ30年度
までには10台運行を目標に活動の規模を拡大していきたいと考えています。寄附を活用
させていただき当法人の活動基盤を1日も早く確実なものにしたいと考えています。

事業者コード K002 公益財団法人 北海道環境財団 北海道

■URL：http://www.heco-spc.or.jp/
■お問い合わせ先：北海道環境サポートセンター　TEL 011-218-7881 ■A

事業名 北海道環境サポートセンターの運営
【寄附の使い途】温暖化防止、環境学習、環境保全活動などに取り組む産学官民を支
援するために、情報、資料、ノウハウ等を提供し、各種相談に対応する北海道環境サ
ポートセンター運営のために使用します。

事業者コード K003 特定非営利活動法人 北海道グリーンファンド 北海道

■URL：http://www.h-greenfund.jp
■お問い合わせ先：TEL 011-280-1870 ■A

事業名 省エネルギー・新エネルギー普及促進事業
【寄附の使い途】再生可能な自然エネルギーによる市民共同発電所(市民風車など)
づくり、省エネルギー活動の普及を行うことによって、市民が気軽に無理なく地球温
暖化防止に取り組める社会をつくる。

事業者コード K004 特定非営利活動法人
環境あきた県民フォーラム(秋田県地球温暖化防止活動推進センター) 秋田県

■URL：http://www.eco-akita.org/
■お問い合わせ先：TEL 018-839-8309 ■A

事業名 身近なCO2コツコツ削減普及啓発プロジェクト
【寄附の使い途】秋田県民を広く対象とした、温暖化効果ガス削減に寄与し身近で気軽
に参加できる活動に充てます。温室効果ガス削減を普及啓発するグッズ(クール・ウォー
ムビズバッジ、エコドライブ・節電啓発ステッカー、CO2 削減エコチェックシート、オリ
ジナルエコ手帳)を作成頒布します。民生家庭部門の温室効果ガス6％削減が目標。

事業者コード K005 特定非営利活動法人 環境ネットやまがた 山形県

■URL：http://eny.jp
■お問い合わせ先：TEL 023-679-3340 ■A

事業名 やまがたの自然エネルギー利活用促進事業
【寄附の使い途】山形県の温室効果ガス排出量を削減するためには、省エネルギーや
ライフスタイルの見直しと合わせ、自然エネルギーの利活用を促進することが重要で
ある。そのために、寄附を集め、学校や幼稚園、公共の施設に太陽光発電やバイオマ
スを利用した熱供給システムを設置し、教育や普及啓発にも利用したい。

事業者コード K183 特定非営利活動法人 地球温暖化防止ぐんま県民会議 群馬県

■URL：http://www.gccca.jp/
■お問い合わせ先：群馬県地球温暖化防止活動推進センター　TEL 027-237-1103 ■A

事業名 地球温暖化防止普及啓発事業
【寄附の使い途】寄附を使い温暖化防止普及啓発資料としての絵本作成を考えていま
す。子供向けです。小学校低学年以下の子供は地球温暖化は何となく知ってはいるが、
その構造など理解できません。そんな子供又は家族で絵本を通じ地球はどうなっている
のか？何をしたらいいのか？を考えるきっかけの絵本を作成し配布したいと思います。

事業者コード K006 認定特定非営利活動法人 環境ネットワーク埼玉 埼玉県

■URL：http://www.kannet-sai.org/
■お問い合わせ先：TEL 048-749-1217 ■A

事業名 太陽光市民共同発電所設置による自然エネルギー導入への普及啓発
【寄附の使い途】埼玉県内において多くの県民から寄附や資金を募り、特に幼稚園や保
育園の屋根に太陽光市民共同発電所の設置を行います。この事業における普及啓発費
や設置費用の一部にこの寄附を利用します。その結果県内において太陽光発電の推進
が図られること、また幼児及び市民の環境教育の一助となることが期待されます。

事業者コード K184 特定非営利活動法人 川口市民環境会議 埼玉県

■URL：http://www.ne.jp/asahi/eco/ecolife/
■お問い合わせ先：TEL 048-222-9050 ■A

事業名 川口市内における地球温暖化防止対策事業
【寄附の使い途】川口市内における、さまざまな地球温暖化防止対策事業に充当させま
す。地域での温暖化対策を拡げていくことで、国の地球温暖化対策中長期ロードマップ
で示されている道筋を1つ1つ実現させていき、2020年までに温室効果ガス90年比
25％削減を確実にクリアさせながら、低炭素社会の構築を達成したいと考えています。

事業者コード K007 GLOBE Japan(地球環境国際議員連盟) 東京都

■URL：http://www.globejapan.org/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-5771-1646 ■A

事業名 地球環境保全活動(調査研究・政策提言・教育)
【寄附の使い途】立法者であるGLOBE Japanメンバーの知見を深め、より実効力の
あり、バランスのとれた政策立案へ繋げていく為に、国内外の有識者や現場関係者の
方々を招へいし、議論の場を設けることに充てます。

事業者コード K009 特定非営利活動法人
足元から地球温暖化を考える市民ネットえどがわ 東京都

■URL：http://www.sokuon-net.org
■お問い合わせ先：足温ネット　TEL 03-3654-9188 ■A

事業名 オフグリッドハウス「松江の家」プロジェクト
【寄附の使い途】江戸川区内にある戸建て民家に、太陽光発電システムを導入し、太
陽光発電だけで電力消費をまかなう「オフグリッドハウス」として、環境教育の場とし
て活用することにより、住民に広く太陽光発電への理解を進め、地球温暖化問題の解
決策に対する理解の一助とします。

事業者コード K010 特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所 東京都

■URL：http://www.isep.or.jp/
■お問い合わせ先：TEL 03-5942-8937 ■A

事業名 再生可能エネルギーの導入・普及とそのための仕組みづくり
【寄附の使い途】日本における再生可能エネルギーを促進するため、その導入に必要
となる適切な仕組みづくりの活動(啓発、調査、研究、情報提供、提言や具体的なプ
ロジェクトの立上げ、及びプロジェクト資金の調達方法の研究など)に充て、再生可
能エネルギーの普及・拡大を達成したいと思います。

事業者コード K013 特定非営利活動法人 ジュレー・ラダック 東京都

■URL：http://julayladakh.org/
■お問い合わせ先：TEL 03-3812-3866 ■A

事業名 インドヒマラヤ山岳地域ラダックにおけるソーラークッカー普及支援活動
【寄附の使い途】インド北部のラダックの遠隔村において、太陽熱で調理ができる「ソー
ラークッカー」というアルミ製パラボラ型調理器の普及支援を実施します。これにより、希
少な樹木伐採の減少、燃料として使っている畜糞の堆肥利用による循環型社会の維持、
再生可能なエネルギー使用による環境に優しい持続可能な社会の実現を目指します。

事業者コード K014 特定非営利活動法人 そらべあ基金 東京都

■URL：http://www.solarbear.jp
■お問い合わせ先：TEL 03-3504-8166 ■A

事業名 グリーン電力普及啓発事業
【寄附の使い途】省エネ住宅ポイントでいただいた寄附は、自然エネルギーから生ま
れるグリーン電力の普及啓発を目的とした活動に活用いたします。グリーン電力の普
及は、地球温暖化防止を実現するための有効な施策の一つであり、未来を担う子ども
たちへより良い環境を継承していきたいと考えています。
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詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

〈寄附ポイント数の例〉 　500 点 ab 500   ／    50,000 点 ab 50000  
　　　　　　　　　　 1,000 点 ab 1000 ／ 300,000 点 ab 300000

商品コードについて  
希望するポイント数を申請書の商品コード欄に記入してください。

事業者コード K015 特定非営利活動法人 バイシクル エコロジー ジャパン 東京都

■URL：http://www.bejapan.org/
■お問い合わせ先：TEL 03-5875-4334 ■A

事業名 Bike to Work：バイクツーワーク 自転車通勤応援活動
【寄附の使い途】自転車通勤者の応援活動として、無償で配布している飲食料代、簡
易メンテナンス用の専用工具購入費、活動ブース増設費及び調査費用、啓蒙活動と
して活用させていただきます。自転車通勤率の世界最高水準を目指し、自転車から
広がるモビリティ・シフトによるサスティナブルな都市を提唱しています。

事業者コード K016 認定特定非営利活動法人 アクト川崎 神奈川県

■URL：http://homepage3.nifty.com/act-k/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 044-813-1313 ■A

事業名 地球温暖化防止活動の推進
【寄附の使い途】川崎市内では地球温暖化防止の様々な取り組みが始まっています
が、我々メンバーが関与している範囲の活動に止まっています。町内会・自治会・商
店街などによる地域に密着した活動に広げるため、地域での活動推進者の育成講座、
相談窓口の常設などにより、市民を含めた活動推進の体制強化を行ないます。

事業者コード K017 公益財団法人 とやま環境財団 富山県

■URL：http://www.tkz.or.jp
■お問い合わせ先：企画課　TEL 076-431-4607 ■A

事業名 地球温暖化防止活動推進事業
【寄附の使い途】次代を担う子供たちの環境教材(例えば簡易型電力表示器(エコワッ
ト)等)を県内小学校に配布し、家庭や地域での省エネ、CO2 排出量の削減などの環
境保全活動に取り組むきっかけづくりとします。※エコワットをコンセントに差し込み
家電製品をつなぐと、積算電気料金、積算電力量、CO2 排出量等が表示されます。

事業者コード K018 NPO地域づくり工房 長野県

■URL：http://npo.omachi.org/
■お問い合わせ先：TEL 0261-22-7601 ■A

事業名 くるくるエコプロジェクト 〜市民によるミニ水力発電普及活動〜
【寄附の使い途】市民によるミニ水力発電の普及と啓発をすすめています。日本では
大きな可能性がありながらミニ水力発電は普及していないなか、本会は先駆的な役割
を果たしてきました。ポイント寄附を利用して次世代への普及啓発に活かすとともに、
寄附金額によっては新たなミニ水力発電所を増設し、発信力を高めていきます。

事業者コード K019 特定非営利活動法人 南信州おひさま進歩 長野県

■URL：http://www.ohisama-shinpo.or.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 0265-24-4821 ■A

事業名 市民共同のおひさま発電所設置事業
【寄附の使い途】私たちは長野県南信州を中心に「市民共同おひさま発電所」として市民
の出資や寄付で、太陽光発電システムを設置しています。また設置された保育園などの
太陽光発電を通して環境学習を行っています。この活動に寄付いただけることによって、
太陽光の発電所と共に環境学習による人材の育成を進めていきたいと考えています。

事業者コード K020 特定非営利活動法人 いびがわミズみずエコステーション 岐阜県

■URL：http://ibigawamizueco.com
■お問い合わせ先：事務局　TEL 0585-22-1732 ■A

事業名 西濃環境ＮＰＯネットワーク　アースデイいびがわ・ 揖斐川流域クリーン大作戦プロジェクト いびＮＰＯ法人連絡協議会　いび地域環境塾プロジェクト
【寄附の使い途】上記プロジェクトについては、西濃地域２市９町の住民を対象に実施
していますが、これらのイベントを通じて、日常生活の中で環境行動を実践する人を
増やしていくものです。寄附については、それぞれのイベントに必要な物品購入に充
当します。

事業者コード K021 特定非営利活動法人 気候ネットワーク 京都府

■URL：http://www.kikonet.org
■お問い合わせ先：TEL 075-254-1011 ■A

事業名 持続可能で低炭素な私達の未来のビジョンづくり
【寄附の使い途】上昇し続ける地球の平均気温を「2度」におさえるために、2050年
に温室効果ガスを80%以上削減する社会とは？エネルギーはどうつくり、どんなライ
フスタイルを送っているのか、多くの人たちに向けて具体的なイメージをつくりだす
ことで、未来社会を共有し、現実感をもった社会変化を起こすツールを開発する。

事業者コード K022 特定非営利活動法人 きょうとグリーンファンド 京都府

■URL：http://www.kyoto-gf.org/ 
■お問い合わせ先：事務局　TEL 075-352-9150 ■A

事業名 市民共同発電所づくりで広げる自然エネルギー
【寄附の使い途】幼稚園・保育園などに市民が参加する形で太陽光発電設備「おひさま
発電所」をつくり、その施設での環境学習を通して、環境意識を家庭や地域に広げてい
ます。施設の設備や、保育内容がエコになることは、子どもや職員の実践に繋がります。

「もったいない」という感覚を身につけた子どもたちが育つ施設作りを目指しています。

事業者コード K023 特定非営利活動法人 大阪府民環境会議 大阪府

■URL：http://www.npo-open.org/
■お問い合わせ先：TEL 06-7172-7016 ■A

事業名 地球をクールに！「現場で学ぶ」地球温暖化
【寄附の使い途】大阪府下においても地球温暖化の影響は深刻になりつつありますが、
府民においては生活とのつながりから実感するのは容易くありません。現場で学ぶ
機会をつくり府民が地球温暖化防止に身近に取り組めるような仕組みをつくります。

事業者コード K024 一般社団法人 南太平洋協会 大阪府

■URL：http://www.aspa-osaka.com 
■お問い合わせ先：助成金事業　TEL 06-6376-1151 ■A

事業名 小規模クリーンエネルギー供給装置援助及びエコ住宅建設指導事業
【寄附の使い途】地球温暖化の影響を受け、海面上昇、沿岸侵食化や天候異変による水
害等、太平洋島嶼国の島人達は年々その生活基盤を脅かされつつあります。我が国の
先進的な技術導入を活かした温暖化防止対策事業を展開していき、両国の協働作業に
より、環境保全のみならず次世代を担う人材育成にも寄与していきたいと考えます。

事業者コード K026 特定非営利活動法人 ひらかた環境ネットワーク会議 大阪府

■URL：http://www.hirakata-kankyou.net
■お問い合わせ先：事務局　TEL 072-847-2286 ■A

事業名 枚方市地球温暖化対策事業
【寄附の使い途】市民・事業者・行政の三者協働で取り組む地球温暖化防止活動に
寄附金を充当し、枚方市地球温暖化対策実行計画に掲げる２０２２年度の温室効果ガ
ス削減目標の１９９０年度比29％に寄与する為、環境家計簿 ｢我が家のエコノート｣ の
普及や「省エネコンテスト」等の事業を行う。

事業者コード K190 一般社団法人 あだーじょ 大阪府

■URL：http://www.adagio.ne.jp/
■お問い合わせ先：TEL 06-6222-3261 ■A

事業名 『カーボン・オフセット』を市民目線でとらえよう！
【寄附の使い途】ポイントでいただいた寄附は、『カーボン・オフセット』の普及啓発
を目的とした活動に活用します。まだ市民の生活レベルにとっては遠い存在の『カー
ボン・オフセット』をどう身近なものに捉え、地球温暖化防止を実現するために行動
につなげていくかを検討し、実証の場を開拓していきます。

事業者コード K191 認定特定非営利活動法人 地球環境市民会議（CASA） 大阪府

■URL：http://www.bnet.jp/casa/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 06-6910-6301 ■A

事業名 地球温暖化に関するCD-ROM 資料集の更新
【寄附の使い途】CD-ROM資料集更新のための調査研究、宣伝等に使用します。スター
ト時の2008年には153項目でしたが2013年には327項目になっています。温暖化
に関するデータは毎年発表され、国際交渉の情勢も変化しています。最新のデータ更
新に努め、授業やプレゼンに活用できるものをめざしています。

事業者コード K192 特定非営利活動法人 とよなか市民環境会議アジェンダ21 大阪府

■URL：http://toyonaka-agenda21.jp/
■お問い合わせ先：団体連絡先　TEL 06-6844-8611 ■A

事業名 豊中市内の地球温暖化対策の推進
【寄附の使い途】豊中市では「豊中市地球温暖化防止地域計画」において、1990年
比で2050年に70％、2020年に20％の温室効果ガス削減を掲げているため、市民・
事業者・行政のパートナーシップにより、計画推進につながる取り組みを実施してい
きます。

事業者コード K028 特定非営利活動法人 わかやま環境ネットワーク 和歌山県

■URL：http://wenet.info
■お問い合わせ先：TEL 073-499-4734 ■A

事業名 地球温暖化防止にかかる普及啓発事業他
【寄附の使い途】より広範な市民を巻き込んだ地球温暖化防止の普及活動を行うため
に、イベント開催費用及びそのための備品費に充てたい。

事業者コード K029 認定特定非営利活動法人 おかやまエネルギーの未来を考える会 岡山県

■URL：http://enemira.sakura.ne.jp/enemira/
■お問い合わせ先：TEL 086-232-0363 ■A

事業名 太陽エネルギーで温暖化防止事業
【寄附の使い途】太陽光発電による「市民共同発電所」を増設する際の資金に活用し
ます。あわせて省エネの推進や自然エネルギー普及のための環境教育にも活用しま
す。それにより直接CO2を削減するとともに自然エネルギー導入への関心を高め、
温暖化防止と低炭素社会の実現に貢献します。
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▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 環境保全活動を行う団体

■A 地球温暖化防止    ■B リサイクル・廃棄物対策    ■C 自然保護・生物多様性保全    ■D 森林の保全・緑化    ■E 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策
■F 環境教育・人材育成    ■G グリーン購入    ■H 助成・トラスト活動等を行う団体    ■J カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト

各団体の活動内容
（環境保全分野）

※情報は平成27年5月25日時点のものです。

●一度寄附されたポイントは返却することができません。
●環境寄附はカーボン・オフセットの一部を除き匿名で行われます。
●集められた寄附は1ポイント＝1円で換算されます。
●P78の「環境寄附の申込方法」を必ずご確認ください。

ご注意ください

事業者コード K031 特定非営利活動法人 ＩＮＥ ＯＡＳＡ 広島県

■URL：http://www.e-jyan.jp/
■お問い合わせ先：TEL 0826-82-3950 ■A

事業名 菜の花プロジェクト《農村からの低炭素社会の実現》
【寄附の使い途】農村からのCO2 排出量を、50％以上削減するための活動を具体的
に進めていきます。先ずは、農業機械にBDF燃料を使用し、CO2 の排出量をゼロに
します。その他、化学肥料や農薬の使用を抑えるなど、石油製品の使用を順次、制限
していきます。この為に必要な、備品導入やシステム構築に利用したいと思います。

事業者コード K193 宇部市地球温暖化対策ネットワーク 山口県

■URL：http://ubeondanka.net/
■お問い合わせ先：TEL 050-1298-4065 ■A

事業名 小中学生を対象にした地球温暖化対策環境講座
【寄附の使い途】市内小中学生を対象に地球温暖化対策として小中学生にできる省エ
ネについて等をテーマに、環境教育出前教材や自転車発電機等の体験器具を用いる
講座を開催し、地球温暖化防止に向けた啓発事業を行い、また受講者に省エネ行動
チェックシートの提出を求め、子どもから家庭への省エネ意識の拡大を目指します。

事業者コード K032 特定非営利活動法人
再生可能エネルギー推進市民フォーラム西日本 福岡県

■URL：http://www.repw.net/
■お問い合わせ先：TEL 092-573-1400 ■A

事業名 ｢市民共同おひさま発電所｣設置活動
【寄附の使い途】当団体、もしくは関係団体が計画する、「おひさま発電所」の建設費
用の一部として使用します。これは幼稚園や学校、病院などに市民の寄附により設置
する太陽光発電施設で、市民が接する機会の多い公共の施設に設置することで、学
習効果、波及効果があり、さらなる自然エネルギーの普及を目的とします。

事業者コード K194 特定非営利活動法人 温暖化防止ネット 佐賀県

■URL：http://ondanka-boushi.net/
■お問い合わせ先：TEL 0952-37-9192 ■■A

事業名 温暖化防止普及啓発事業
【寄附の使い途】地域住民や子どもたち等への環境出前講座を行ったり、環境問題
に取り組む先進事例を視察するエコツアーを開催することで、地域と連携しながら、
実践に活かせる温暖化対策のご提案に活用します。

事業者コード K033 特定非営利活動法人 九州バイオマスフォーラム 熊本県

■URL：http://kbf.sub.jp/
■お問い合わせ先：TEL 0967-22-1013 ■A

事業名 薪と木質ペレットを使ってCO2を削減しよう
【寄附の使い途】カーボンニュートラルな森林資源を「薪・木質ペレット」としてエネルギー
利用することで、化石燃料の消費を抑えCO2 削減を狙います。また、緑の雇用創出や
森林の適正管理など、環境と経済発展の両立にも貢献が期待されます。九州薪・木質
ペレット活用協議会にて木質燃料が流通する仕組み作りに寄附を活用したく思います。

事業者コード K195 特定非営利活動法人 環境ネットワークくまもと 熊本県

■URL：http://www.kankuma.jp/
■お問い合わせ先：TEL 096-362-3776 ■A

事業名 かんくまおひさまプロジェクト
【寄附の使い途】公共性のある施設に太陽光発電設備を設置する費用として使用し
ます。設備設置費用は、地域住民や全国の賛同者から出資あるいは寄附として募り、

「市民共同発電所」として運営します。CO2を出さない発電によって地球温暖化防止
への貢献はもとより、環境教育の場所として活用されます。

事業者コード K249 特定非営利活動法人 ひむかおひさまネットワーク 宮崎県

■URL：http://www.himuka-ohisama.net/
■お問い合わせ先：TEL 0985-89-2389 ■A

事業名 再生可能エネルギー普及及び地球温暖化防止
【寄附の使い途】県民を対象に、温室効果ガス排出量を削減するために有効な再生可能
エネルギーの普及促進活動を行う。また、身近な省エネ活動、環境保全活動、環境教育
等の活動も行う。これらの活動に、高い倫理観とボランティア精神で取り組み、公益の
確保を行い、もっと豊かで潤いのある地球環境の保全に貢献することを目的とする。

事業者コード K034 おきなわアジェンダ21県民会議 沖縄県

■URL：http://koeikyo.com/agenda21/index.html
■お問い合わせ先：事務局(一般財団法人沖縄県公衆衛生協会）　TEL 098-945-2686 ■■A

事業名 県民環境フェアの開催
【寄附の使い途】構成団体内外の事業者、市民団体、行政、その他の参加による、お
きなわアジェンダ21県民環境フェアを年1回各地で開催し、広く県民に、地球温暖
化防止等の活動の普及を図ります。また、県内の温室効果ガスの排出量等を含め、
環境保全目標の達成状況を評価します。

リサイクル・廃棄物対策B

事業者コード K196 特定非営利活動法人 地球船クラブ 東京都

■URL：http://www.chikyuusen.org
■お問い合わせ先：TEL 03-3815-3831 ■B

事業名 環境福祉発泡スチロールリサイクル
【寄附の使い途】当NPOで働く障がい者従業員の送迎費や制服、備品、障がい者を
支えるボランティアの募集、発泡スチロールトレイの回収を小中学生にお願いする際
の説明資料作成等に使用し、環境・教育・福祉を一体化した事業の全国展開を実現
するために使います。

事業者コード K197 特定非営利活動法人 かながわ天ぷら油回収センター 神奈川県

■URL：http://tempura.jimdo.com/
■お問い合わせ先：市川商事内　TEL 0463-54-0048 ■B

事業名 天ぷら燃料でトラックを走らそう
【寄附の使い途】飲食店の調理時に出る使用済み天ぷら油を回収し、バイオディーゼ
ルと呼ばれる軽油に替わる燃料として精製します。できた燃料は、新しい食用油を配
達するトラックの燃料として活用します。天ぷら油7Lほどを軽油の替わりに活用する
ことで、杉の木1本が年間に吸収するCO2を削減することができます。

事業者コード K035 特定非営利活動法人 アイキャン 愛知県

■URL：http://www.ican.or.jp/
■お問い合わせ先：TEL 052-253-7299 ■B

事業名 フィリピン最大のごみ処分場におけるリサイクルを通じた収入向上事業
【寄附の使い途】フィリピンにおいて大量のごみとして捨てられてきたナイロン製の横
断幕を、低所得地域に住む女性たちが裁縫し、おしゃれなフェアトレード「エコバッグ」
にします。これにより、フィリピンの横断幕や日本のレジ袋によるごみが削減され、同
時に女性たちの収入が向上します。ご寄附は、この事業の基盤強化に使用します。

事業者コード K036 特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会 愛知県

■URL：http://www.es-net.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 052-982-9079 ■B

事業名 リユース＆チャリティーショップ事業
【寄附の使い途】ご寄附は、市民からまだ使えるリユース品をボランティア等の協力を
得て募集・販売し、その利益を地域の環境活動に活用するリユース＆チャリティーショッ
プ事業に役立てます。具体的には、リユース＆リサイクルステーションでのリユース品
受付、エコロジーセンターＲｅ☆創庫・Re☆ショップでの販売等に活用します。

事業者コード K037 特定非営利活動法人 生ごみリサイクル思考の会 三重県

■URL：http://www.risaikuru.or.jp
■お問い合わせ先：TEL 0594-76-2262 ■B

事業名 生ごみ堆肥化・ごみ減量と再資源化の普及、啓発活動事業
【寄附の使い途】生ごみ堆肥化活動で、水分が７０％以上の家庭生ごみを乾燥させ焼却
処分する為に化石燃料を使用して温室効果ガスを排出し続ける仕組みに異論を感じ、
住民の自主的な活動で生ごみを資源と捉え、堆肥化する事により、ごみ減量、地球温
暖化防止、３Rの推進で地域の低炭素化社会目指した活動に活用させて頂きます。

事業者コード K038 特定非営利活動法人 ごみゼロネット大阪 大阪府

■URL：http://osakagomizero.net/
■お問い合わせ先：TEL 06-6307-8255 ■B

事業名 癒しとエコのキャンドルナイトシリーズ
【寄附の使い途】廃食油や賞味期限切れの油を利用し、ジャムや佃煮のビンなどを使
用、クレヨンで色付けした、赤・緑・青・黄等のエコキャンドルを1000個単位で作成
します。夏至、冬至、七夕、クリスマス等に点火して、キャンドルナイトを大阪市内でシ
リーズで展開。癒しとエコを考え、自らのライフスタイルを見直す機会とします。
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事業者コード K047 認定特定非営利活動法人 生態工房 東京都

■URL：http://www.eco-works.gr.jp
■お問い合わせ先：TEL 0422-27-5634 ■C

事業名 都立公園・緑地の環境再生、カメ等の水生生物の保全および普及・環境教育
【寄附の使い途】老朽化している漁具を新たに購入し、市民向け講座や調査活動に利用
します。また、現在自主事業として小規模に行っている井の頭公園での外来種および
在来生物の調査・保全活動を拡充することが可能になります。こうした公園で子ども達
が対象の保全講座を開催し、多くの市民の皆さんが親しめる環境教育を目指します。

事業者コード K048 特定非営利活動法人 日本ガラパゴスの会 東京都

■URL：http://www.j-galapagos.org
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-6868-3053 ■C

事業名 プロジェクト・フロレアナ（ガラパゴス諸島）
【寄附の使い途】ガラパゴス諸島で最も早くに人間が移住し、外来種により一部の固有生
態系が崩壊の危機に瀕しているフロレアナ島で、生態系の回復事業を行います。島固有
の植生再生や、世界でこの島のみに生息するダーウィンフィンチなどの固有生物の保護を
行うと共に、島民を保全の担い手として育てるための環境教育や自立支援も行います。

事業者コード K049 公益財団法人 日本生態系協会 東京都

■URL：http://www.ecosys.or.jp/
■お問い合わせ先：総務部　TEL 03-5951-0244 ■C

事業名 自然と共存した社会づくりに向けた普及事業
【寄附の使い途】会員向けに２ヶ月に１度発行している会報『エコシステム』を増刷し、
行政・議会・マスコミ等に無料配布します。生物多様性を保全し、自然と共存した美
しいくにづくりの考え方を広く普及するために、社会に影響力のある人々に会報を配
布するものです。みなさまからの寄附金で日本を変えて行きたいと思います。

事業者コード K200 特定非営利活動法人 エコロジー夢企画 東京都

■URL：http://www.ecoyume.net
■お問い合わせ先：TEL 03-3886-6554 ■C

事業名 エコ夢探検隊と綾瀬川の生き物をしらべよう！
【寄附の使い途】水質汚濁で有名な綾瀬川において、国に浄化対策提言を行い、両岸に
ビオトープが完成。周辺の生物生息環境調査を毎年「エコ夢探検隊」として実施。親子
観察会・水辺安全教室等を通して環境保全の大切さを市民に伝えている。継続的調査
があってこそ保全への発言権もある為、いただいた寄附で調査活動を継続したい。

事業者コード K201 森林塾青水 東京都

■URL：http://www.commonf.net/
■お問い合わせ先：コミュニティデザイン内　森林塾青水事務局　TEL 03-6228-3503 ■C

事業名 草原の持続的な管理・利用
【寄附の使い途】全国的に希少となった草原を再生していくために最も有効な野焼きや
茅刈り作業への環境支払として、カヤの買い上げ価格の上乗せ費に主として利用しま
す。これにより、生物多様性と原風景の保全、二酸化炭素の吸収、水源涵養など多面的
価値を有する草原を持続的に管理・利用していく仕組みづくりの後押しができます。

事業者コード K230 認定特定非営利活動法人 自然環境復元協会 東京都

■URL：http://www.narec.or.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-5272-0254 ■C

事業名 地域の絆を深め 公園や緑地などの身近な自然を保全する活動 
【寄附の使い途】都市部にも公園や緑地などの自然があります。それらの場所の多くは
ボランティアにより維持管理されていますが、高齢化により活動の継続が困難であるこ
とが問題となっています。身近な自然を守りながら、地域の方々と触れ合い地域の絆を
深めます。「身近な自然をみんなで守ろう！」（東京・神奈川・埼玉 18か所）

事業者コード K231 公益財団法人 日本鳥類保護連盟 東京都

■URL：http://www.jspb.org
■お問い合わせ先：普及啓発室　TEL 03-5378-5691 ■C

事業名 都市における人と野鳥との共生のためプロジェクト（バードピア計画）
【寄附の使い途】都市における人と野鳥の共生を推進するために、学校や公園、高齢
者施設の緑地等において、バードピア（巣箱やバードバスの設置、エサやかくれ場所
となる植物を生物多様性に配慮して植えるなど野鳥が棲みやすい環境）を整備しま
す。また、イベントを開催するなど人と野鳥の共生のための普及啓発を行います。

事業者コード K250 特定非営利活動法人 エバーラスティング・ネイチャー 神奈川県

■URL：http://www.elna.or.jp
■お問い合わせ先：事務局　TEL 045-432-2358 ■C

事業名 ウミガメ死亡漂着個体から知る海の放射能汚染
【寄附の使い途】海岸に死亡漂着するウミガメを指標として、海の放射能汚染状況を
モニタリングする。サーファーや市民などから寄せられたウミガメ漂着情報をもとに
調査（解剖など）を実施し、ウミガメから採取した試料の放射能を専門機関にて分析
する。原発事故が海洋生態系に与えた影響を長期間にわたりモニタリングしていく。

事業者コード K039 特定非営利活動法人 ひらかた市民活動支援センター 大阪府

■URL：http://hirakatanpo-c.net/
■お問い合わせ先：TEL 072-805-3537 ■B

事業名 ひらんぽエコステーション
【寄附の使い途】寄附でリユース食器をレンタルし、センターが主催するひらかたＮＰＯ
フェスタをはじめ地域の祭りで使用することで、イベントでのゴミ減量を達成します。
加えてゴミ分別・再資源化の徹底、マイ食器持参の呼びかけなど参加団体や来場者
を巻き込んだ方法を採り、地域社会全体に環境問題への啓発を行います。

事業者コード K040 認定特定非営利活動法人 フードバンク関西 兵庫県

■URL：http://foodbankkansai.org/
■お問い合わせ先：TEL 0797-34-8330 ■B

事業名 余剰食品の有効活用により生活弱者を支える福祉団体を支援する事業
【寄附の使い途】食品関連企業から納期遅れや包装破損等の理由により食べ物として全
く問題ないが商品として扱えない食品の無償提供を受け、それらを生活弱者を支援す
る福祉団体にボランティアが運んで無償分配する事により、産業廃棄物として処理され
る食品の量を減らし、福祉団体の運営を支援し、生活弱者の食生活を少し豊かにする。

事業者コード K042 沖縄リサイクル運動市民の会 沖縄県

■URL：http://oki-rec.pluto.ryucom.jp
■お問い合わせ先：TEL 098-886-3037 ■B

事業名 循環型社会の構築のための環境教育及び生ゴミ資源化推進事業
【寄附の使い途】現在行っている環境教育プログラム(ゴミ減量体験学習｢買い物ゲー
ム｣ )の推進、または生ごみ飼料化推進事業の活動に充て、ごみ減量の一層の推進を
図る。

自然保護・生物多様性保全C

事業者コード K198 特定非営利活動法人 サロベツ・エコ・ネットワーク 北海道

■URL：http://www.sarobetsu.or.jp 
■お問い合わせ先：TEL 0162-82-3950 ■C

事業名 サロベツの大地とあなたをむすぶプロジェクト
【寄附の使い途】いただいた御寄附は、「サロベツを知る活動」（調査）、「サロベツを
知ってもらう活動」（普及）、「サロベツを次代に伝え残していく活動」（保全・教育）の
活動費用に充て、広大なサロベツの大地とより多くの人を結びつけていくことで、豊
かで美しい自然をいつまでも残していきたいと考えています。

事業者コード K199 特定非営利活動法人 川島ネイチャークラブ 埼玉県

■URL：http://kawajimanc.eco.coocan.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 049-297-0541 ■C

事業名 自然環境調査保全事業
【寄附の使い途】自然環境調査保全事業の拡充を目的として、荒川中流域の①三つ又沼
ビオトープの保全活動②荒川太郎右衛門地区自然再生協議会参加③埼玉県地球温暖化
防止活動推進④身近な地域の生物多様性の保全活動、又、自然環境学習体験事業の拡
充を図りながら、事業展開を図ります。

事業者コード K045 認定特定非営利活動法人 アースウォッチ・ジャパン 東京都

■URL：http://earthwatch.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-6686-0300 ■C

事業名 生物多様性の保全に関する調査・研究の支援
【寄附の使い途】野生動物や生態系の保全のために実施するフィールド調査に必要な
機材を購入し、研究者および市民ボランティアによる調査作業に活用します。寄附の
合計額に応じ、生息分布調査に必要な機材購入や、現地での研究活動費に充当しま
す。これにより生物多様性研究の推進を図ることができます。

事業者コード K046 特定非営利活動法人 ジャパンワイルドライフセンター 東京都

■URL：http://www.jwc-web.org/top.html
■お問い合わせ先：TEL 042-710-5590 ■C

事業名 ケニア共和国マサイマラ地域給水プロジェクト
【寄附の使い途】温暖化に伴うマサイマラ地域の水源枯渇による住民、家畜の決定的
な飲料水の欠乏と、それに伴う野生動物との僅かな水場の取り合いによる両者間の
捕殺事故などの摩擦問題解決を目的とし、地域住民にも利用可能な給水設備を設置
することにより、安定した水提供と自然環境保全に寄与することを目的としています。
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■A 地球温暖化防止    ■B リサイクル・廃棄物対策    ■C 自然保護・生物多様性保全    ■D 森林の保全・緑化    ■E 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策
■F 環境教育・人材育成    ■G グリーン購入    ■H 助成・トラスト活動等を行う団体    ■J カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト

各団体の活動内容
（環境保全分野）

※情報は平成27年5月25日時点のものです。

●一度寄附されたポイントは返却することができません。
●環境寄附はカーボン・オフセットの一部を除き匿名で行われます。
●集められた寄附は1ポイント＝1円で換算されます。
●P78の「環境寄附の申込方法」を必ずご確認ください。

ご注意ください

事業者コード K202 特定非営利活動法人 ねっとわーく福島潟 新潟県

■URL：http://www.geocities.jp/fukusimagata
■お問い合わせ先：事務局　TEL 025-387-0284 ■C

事業名 生き物豊かな福島潟の保全再生・普及活動
【寄附の使い途】福島潟は、オオヒシクイの日本一の越冬地です。また日本の北限に
自生する水生植物オニバスも有名です。オオヒシクイの主な食草であるマコモを潟
に植栽し、安心して越冬できる環境をつくり、さらに、潟の貴重な水生植物（オニバス、
アサザ、ガガブタ、ヒシモドキ、トチカガミ）の安定的な復活をめざします。

事業者コード K050 特定非営利活動法人 富士山クラブ 山梨県

■URL：http://www.fujisan.or.jp
■お問い合わせ先：TEL 0555-20-4600 ■C

事業名 富士山の自然環境保護・保全・再生活動のうちの「富士山の森林保全・再生」
【寄附の使い途】富士山に現存する巨樹巨木と、絶滅危惧種や希少植生物の植生や生育
環境を調査、それを科学的にデータ化し、地球温暖化の影響、ニホンジカの食害、笹の
衰退などを含めた長期モニタリングによる推移等を記録、森林の生物多様性に関する調
査、再生、保全活動に役立てます。林道沿いの不法投棄ごみの処分費用に充てます。

事業者コード K203 特定非営利活動法人 信越トレイルクラブ 長野県

■URL：http://www.s-trail.net
■お問い合わせ先：なべくら高原・森の家内　事務局　TEL 0269-69-2888 ■C

事業名 関田山脈周辺の生物多様性保全に向けた活動
【寄附の使い途】豊かなブナ林に育まれた関田山脈の森林資源の健全な活用と生物
多様性の保全を目的とした、自然環境調査、入山者調査、歩道(トレイル)の維持管
理を実施します。また、地元住民や子供たちを対象とした環境教育活動も実施するこ
とにより、自然への愛着を深め、保全への意識の啓発を図ります。

事業者コード K053 特定非営利活動法人 グラウンドワーク三島 静岡県

■URL：http://www.gwmishima.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 055-983-0136 ■C

事業名 ふるさとの森を守れ・松毛川河畔林環境再生活動
【寄附の使い途】松毛川は、百年前の狩野川の原風景が今も残り、巨木の群落からなる
河畔林や、オオタカなど100種もの野鳥や絶滅危惧種のメダカなどが生息する貴重な森
です。しかし近年、河畔林の倒木や枯死、水質悪化などで苦しんでいます。あなたのエコ
ポイント寄附で、植林活動が拡大して、新たなサンクチュアリーづくりが始まります。

事業者コード K054 守山リス研究会 愛知県

■URL：http://www.asahi-net.or.jp/~fb4m-iszk/risuken
■お問い合わせ先：TEL 052-795-2616 ■C

事業名 野生のニホンリス保全活動をする中で環境教育を実践する
【寄附の使い途】野生のニホンリス・ムササビの保全のために、リスの親子ＤＮＡ鑑定、
餌樹木である抵抗性アカマツ、オニグルミの購入と植樹、巣箱材の購入作成、テレメ
行動調査のための発信機の購入、日常活動としての会報発行への経費に充当したい。

事業者コード K055 公益社団法人 大阪自然環境保全協会 大阪府

■URL：http://www.nature.or.jp
■お問い合わせ先：事務局　TEL 06-6242-8720 ■C

事業名 生物多様性の保護・保全の推進
【寄附の使い途】●里山・残存緑地・水系など身近で大切な自然を対象に●市民・企業
団体等と協働し●荒れた森林の間伐等の里山保全実践／子ども等幅広い層への自然観
察体験・研修などの普及啓発／生きものと生息環境を把握し保護・保全の手立てを探る
調査・計画作成を行い●規模の大小を問わず生物多様性の保護・保全を進めます。

事業者コード K057 特定非営利活動法人 アマモ種子バンク 兵庫県

■URL：http://amamobank.sakura.ne.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 0798-42-3884 ■C

事業名 ｢なぎさ海道｣アマモ場再生プロジェクト
【寄附の使い途】アマモ種子の採取、播種、育苗、移植など一連のアマモ場再生活動
を｢なぎさ海道｣ 沿岸部の子ども達の環境体験学習として、また地域住民の地域活
性化事業として行うことにより、｢なぎさ海道｣に沿った市民活動団体のアマモ場再生
ネットワークを構築していきたい。

事業者コード K060 認定特定非営利活動法人 四国自然史科学研究センター 高知県

■URL：http://www.lutra.jp/
■お問い合わせ先：TEL 0889-40-0840 ■C

事業名 四国ツキノワグマ保護プロジェクト
【寄附の使い途】四国に生息するツキノワグマは絶滅の危機に瀕しており、その生息頭数は十数頭
から数十頭と言われています。当センターではツキノワグマの生息状況などを調査し、行政機関
に働きかけるなど絶滅させないための活動を行っています。今回の寄附をいただいた場合、四国
のツキノワグマの生息状況を調査するなど、絶滅を回避するための活動に使わせていただきます。

事業者コード K204 特定非営利活動法人 おおいた環境保全フォーラム 大分県

■URL：http://www9.plala.or.jp/kei_uchida/
■お問い合わせ先：TEL 097-529-5046 ■C

事業名 森と海を結ぶ豊かな生態系創生事業
【寄附の使い途】私たちNPOは、省エネ住宅ポイント寄附事業を、次の時代を担う若
い世代の人材育成のための環境教育を通じた以下の啓発活動に活用していきたいと
考えています。①遊々の森・自然学校　②人と海をつなぐ自然学校。

事業者コード K205 特定非営利活動法人 西表島エコツーリズム協会 沖縄県

■URL：http://iriomote-ea.com
■お問い合わせ先：事務局　TEL 0980-85-6331 ■C

事業名 サンゴ礁保全モニタリング調査リーフチェックの推進
【寄附の使い途】サンゴ礁保全モニタリング調査「リーフチェック」は一般ボランティア
ダイバーによる活動であり、世界規模で行われています。しかし、西表島での活動は
個々の事業者の熱意によって辛うじて支えられているのが現状です。調査機材の整備
や普及啓発活動・人材育成により、組織的な取り組みに強化したいと考えています。

森林の保全・緑化D

事業者コード K206 特定非営利活動法人 白神山地を守る会 青森県

■URL：http://preserve.shirakami.gr.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 017-743-8314 ■D

事業名 ブナの森の再生で、森林吸収源の森を復元
【寄附の使い途】白神山地は、今でこそ世界自然遺産として、広大なブナ林が世界規模
で存在するのは白神山地と思われていますが、過去の拡大造林計画で、白神山地の世
界遺産エリアの回りには、針葉樹のスギがたくさんあり、生態系に影響を及ぼしていま
す。その針葉樹の森を広葉樹のブナの森に復元・再生の為の植林活動に使います。

事業者コード K063 公益財団法人 みやぎ・環境とくらし・ネットワーク(MELON) 宮城県

■URL：http://www.melon.or.jp/melon/ 
■お問い合わせ先：TEL 022-276-5118 ■D

事業名 MELON森林保全普及啓発事業
【寄附の使い途】MELONのネットワークを生かし、森林保全体験活動を実施します。具
体的には里山での植林・間伐・下草刈りや森林セラピー体験活動等を通じ、多くの参加
者に天然林と人工林の違い、森林保全の大切さを伝えます。また現場での活動参加によ
り森林保全に寄与する人々を助け、貢献することをめざします。

事業者コード K065 特定非営利活動法人 埼玉森林サポータークラブ 埼玉県

■URL：http://www.shinrin-supporter.org
■お問い合わせ先：TEL 048-814-2770 ■D

事業名 森林保全育成事業
【寄附の使い途】当クラブの目的である「豊かな森林環境を次世代に継承する」ため、
荒廃している林地の間伐や広葉樹の植栽等の活動費に使います。

事業者コード K066 特定非営利活動法人 内モンゴル沙漠化防止植林の会 千葉県

■URL：http://www.shokurin.com/report/index.html
■お問い合わせ先：事務局　TEL 0479-67-5112 ■D

事業名 内モンゴル自治区ホルチン砂地における再植林事業
【寄附の使い途】ホルチン砂地は1970年代まで森林草原でした。しかし、人口増加に伴
う農地開発や伐採によって急激に砂漠化が進み、全体の8割、約600万ｈａが砂漠化さ
れました。当事業では、通遼地区の住民とともに経済性の高い低木の再植林を通じて、
植物多様性の回復、土砂流失の防止、住民の生活水準向上に役立てます。
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事業者コード K067 特定非営利活動法人 ちば里山センター 千葉県

■URL：http://www.chiba-satoyama.net/
■お問い合わせ先：TEL 0438-62-8895 ■D

事業名 ちば里山情報の提供と活動支援並びに里山整備技術指導事業
【寄附の使い途】里山は人と自然が共生してきた所ですが今は荒れています。保全・整備
活動の取り組みは資金が無く、取り組み不足な現状です。里山を整備すると森林セラピー
/環境学習/生物多様性の保全再生/CO2 削減と様々にその恵を生かす事が出来ます。
私達は多くの生物と共に命を未来に繋ぐ活動を個人や団体との協働で実現します。

事業者コード K068 認定特定非営利活動法人 ＨＡＮＤＳ 東京都

■URL：http://www.hands.or.jp
■お問い合わせ先：TEL 03-5805-8565 ■D

事業名 ブラジル・アマゾン西部におけるアグロフォレストリー普及活動 
【寄附の使い途】アマゾン西部マニコレ市において、環境保全型農業として有効性が高
いアグロフォレストリーを普及・定着させる活動に取り組んでいますが、農民がアグロ
フォレストリーを開始するにあたり必要な資機材を購入するなどで、実践農家を増加さ
せ、住民の生活向上、アマゾンの貴重な森林・生物多様性の保全を目指します。

事業者コード K069 認定特定非営利活動法人 環境リレーションズ研究所 東京都

■URL：http://www.presenttree.jp/index.html
■お問い合わせ先：プレゼントツリー事務局　TEL 03-5283-8143 ■D

事業名 環境保全における大衆の参画基盤構築事業
【寄附の使い途】大切な未来の地球への贈り物として、全国民が参加できるプロジェ
クト「プレゼントツリー」の活動を通じ、森林再生のために使用します。苗木はシリア
ルナンバーなどで長期に渡って識別管理し、森林機能を発揮するまで育てます。森林
再生活動の伝播を願い、人と自然が共存可能な社会の実現を目指しています。

事業者コード K070 特定非営利活動法人 FoE Japan 東京都

■URL：http://www.foejapan.org/
■お問い合わせ先：TEL 03-6909-5983 ■D

事業名 フェアウッド推進事業
【寄附の使い途】私達の生活に欠かせない紙・木材製品。FoE Japanでは、環境と社
会に配慮した木材を“フェアウッド”と位置づけ、その普及に取組んでいます。①フェア
ウッド調達に関する支援、②世界の木材生産地の調査・分析、③国内森林の現状に関
する啓発活動を通じて、木の流れを変えることで、持続可能な社会を実現します。

事業者コード K072 特定非営利活動法人 樹木･環境ネットワーク協会 東京都

■URL：http://www.shu.or.jp/
■お問い合わせ先：TEL 03-6206-9063 ■D

事業名 地域の生活に根付いた協働による里山の保全管理活動
【寄附の使い途】市民が里山保全管理の考え方と技術を「知る」「考える」「行動する」過
程を経て楽しく段階的に学び実践するプログラムを整理し、地域住民を主とする多くの
活動主体が長く深く管理運営に携わる運営体制を整え、協働による里山の動植物の生
息地を保全･維持しながら、自然学習や作業を通じ自然の大切さ等の普及啓発を図る。

事業者コード K073 一般財団法人 世田谷トラストまちづくり 東京都

■URL：http://www.setagayatm.or.jp/
■お問い合わせ先：トラスト事業担当　TEL 03-6407-3311 ■D

事業名 自然環境や歴史的・文化的環境の保全・創出などトラスト運動の推進事業
【寄附の使い途】当財団は、世田谷区内にある民有の緑地を保全するために、全国で
第1号の緑地管理機構として指定を受け、所有者と契約を結んで「市民緑地」を公開
しています。寄附金はこれらの緑地の維持管理やボランティア育成経費に充て、緑化
活動の実践と市民緑地の普及を図ります。

事業者コード K074 一般財団法人 セブン‐イレブン記念財団 東京都

■URL：http://www.7midori.org/
■お問い合わせ先：TEL 03-6238-3872 ■D

事業名 東日本大震災復興の森づくり
【寄附の使い途】東日本大震災で被災した防風林の再生及び被災地域（宮城、岩手、
福島県）での森づくり活動。

事業者コード K075 特定非営利活動法人 地球と未来の環境基金 東京都

■URL：http://www.eco-future.net/
■お問い合わせ先：TEL 03-5298-6644 ■D

事業名 途上国で減少している熱帯林の保全事業
【寄附の使い途】地球の肺、生物多様性の宝庫といわれる熱帯の森林を保全するために、
ブラジル、インドネシア、タイにおいて、森林が失われ荒廃した土地に在来種の植林を
行います。また、農業と林業を同時に行うアグロフォレストリーを推進することで農民の
生活基盤を安定させつつ緑化に繋がる活動を行います。

事業者コード K208 認定特定非営利活動法人 JUON NETWORK(樹恩ネットワーク) 東京都

■URL：http://juon.univcoop.or.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-5307-1102 ■D

事業名 森林ボランティア活動の裾野を広げる青年リーダー養成講座の展開拡充
【寄附の使い途】森づくりの活動は広がっていますが（当法人でも全国14ヶ所年30回以
上開催）、その安全な運営・指導ができる若いリーダーが求められています。そのため若
者を対象に森林保全の技術や環境問題等を学ぶ講座を実施します。東京や関西での10
年以上のノウハウを展開するため、道具整備や新規地域での実施準備に活用します。

事業者コード K209 特定非営利活動法人 草炭緑化協会 東京都

■URL：http://homepage2.nifty.com/soutan-jp
■お問い合わせ先：TEL 03-3205-4044 ■D

事業名 中国荒漠地緑化事業
【寄附の使い途】中国の荒漠地(沙漠)の緑化を通じて地球温暖化防止、生物多様性
維持に役立つ緑化事業の推進に使用いたします。

事業者コード K210 一般社団法人 more trees 東京都

■URL：http://www.more-trees.org
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-5770-3969 ■D

事業名 フィリピン共和国・キリノ州における熱帯林再生プロジェクト
【寄附の使い途】フィリピン・キリノ州の植林プロジェクト費用として活用致します。プロ
ジェクト地は生物多様性保全のための重点地域として現地政府に指定され、かつて熱帯
林であった地域の再生が必要とされています。果樹を含む地域の郷土樹種を植栽するこ
とで生物多様性保全に貢献し地域住民にもメリットのある森の再生を目指します。

事業者コード K211 特定非営利活動法人 森づくりフォーラム 東京都

■URL：http://www.moridukuri.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-3868-9535 ■D

事業名 「市民参加の森づくりにおける森林施業ガイドライン」の普及事業
【寄附の使い途】「市民参加の森づくりにおける森林施業ガイドライン」は、森林ボラン
ティアが下刈りや間伐といった個別の作業を担うだけでなく、森づくり全体へのかかわり
を求められるケースが次第に増えてきていることから、そのような要請に応えていくた
めに作成した指針であり、これを普及することが更なる「森づくり」へと繋がります。

事業者コード K233 緑のサヘル 東京都

■URL：http://sahelgreen.org/
■お問い合わせ先：緑のサヘル　東京事務局　TEL 03-3252-1040 ■D

事業名 ブルキナファソ国バム湖周辺植生回復プロジェクト
【寄附の使い途】弱体化してしまった地域環境を回復するためには、減少してしまった花
粉媒介者であるミツバチの育成が必要です。そのために、養蜂箱を用いた蜂蜜生産を
行ないます。同時に、蜜源となる地域の在来植生を保全するため、保護区を設置します。
これらを通じて、住民にとって有意義となる地域環境の保全と回復をすすめます。

事業者コード K234 一般社団法人 緑のまちづくり支援機構 東京都

■URL：http://www.gts.or.jp
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-5256-5131 ■D

事業名 まちかど緑花・緑育支援事業
【寄附の使い途】先進的な環境・緑化技術を核に、環境にやさしく、潤いのあるまちづく
りを推進する当機構の活動の一環として、市街地やまちなかの小規模スペースを花と緑
の空間にするための整備事業に役立てます。幼稚園や小学校などの教育施設も対象と
し、子どもたちに楽しく緑に触れてもらうための体験環境学習（緑育）の場も設けます。

事業者コード K078 一般財団法人 C.W.ニコル･アファンの森財団 長野県

■URL：http://www.afan.or.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 026-254-8081 ■D

事業名 生物多様性あふれる豊かな森の再生
【寄附の使い途】長野県信濃町にある「アファンの森」で実践している「森の再生」事業
に使用いたします。日本の荒廃していく森を憂いたC・Wニコルが始めた活動が発展し、
森に暮らす生き物たちが戻りつつあるアファンの森は、人も含めた全ての生き物が大切
な存在であることを教えてくれます。日本中の森をよみがえらせるための一歩です。

事業者コード K079 特定非営利活動法人 森林環境 長野県

■URL：http://www.npo-shinrin.jp
■お問い合わせ先：TEL 0265-81-4803 ■D

事業名 地域の森林の整備・管理、CO2 吸収源としての機能を高める事業
【寄附の使い途】間伐の遅れた地域の森林を整備することで、樹冠や根が発達し風雪や
大雨などの災害に強い健全な樹木を育て、下層に十分な光が入り広葉樹など多様な植
生が繁茂し、より多くのCO2 の吸収源となり公益的機能を果たす森林整備を達成してい
きたい。その実践活動で必要な調査・設計・間伐等の事業費に活用したい。
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■A 地球温暖化防止    ■B リサイクル・廃棄物対策    ■C 自然保護・生物多様性保全    ■D 森林の保全・緑化    ■E 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策
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各団体の活動内容
（環境保全分野）

※情報は平成27年5月25日時点のものです。

●一度寄附されたポイントは返却することができません。
●環境寄附はカーボン・オフセットの一部を除き匿名で行われます。
●集められた寄附は1ポイント＝1円で換算されます。
●P78の「環境寄附の申込方法」を必ずご確認ください。

ご注意ください

事業者コード K090 公益財団法人 かごしまみどりの基金 鹿児島県

■URL：http://www.k-green.jp
■お問い合わせ先：TEL 099-225-1426 ■D

事業名 森林ボランティア団体育成事業
【寄附の使い途】当基金では県内の森林整備や環境緑化を推進するために森林ボランティ
ア団体の育成を図っているが、各団体は自発的な活動に必要な事務費、交通費等につい
ては自費で対応している状況にある。このため、ポイント寄附を活用してボランティア活
動に直接必要な交通費等の経費を助成し、活動の活性化を促進したい。

大気・水・土壌の保全、
化学物質対策E

事業者コード K091 特定非営利活動法人 環境修復保全機構 東京都

■URL：http://www.erecon.jp/
■お問い合わせ先：本部　TEL 042-736-8972 ■E

事業名 タイ国東北部の塩類集積地における環境修復保全事業
【寄附の使い途】タイ国東北部では、森林伐採に伴い地下岩塩層から可溶性塩類が毛
管上昇して土壌塩類化が進み、現地農家に深刻な影響を与えています。行政の塩害
対策は村単位まで行き届かず、草の根支援が求められています。ご寄附は、塩類集
積地における土壌環境の修復保全に向けた植林に充てられます。

事業者コード K213 特定非営利活動法人 荒川クリーンエイド・フォーラム 東京都

■URL：http://www.cleanaid.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-3654-7240 ■E

事業名 クリーンエイド活動 （ゴミ調査・ゴミ拾い） 
【寄附の使い途】いただいた寄附金は、クリーンエイド（ゴミ拾い・ゴミ調査）活動の
広報資料、活動に必要な調査用紙、軍手等の消耗品に使用します。また、寄附金に応
じて、荒川流域における豊かな生物多様性を守るため、河川敷でのビオトープづくり
に使用することも可能となります。

事業者コード K214 特定非営利活動法人 神奈川海難救助隊 神奈川県

■URL：http://www.shonanfujisawa.com/~brave2sn
■お問い合わせ先：TEL 045-461-3373 ■E

事業名 「海の浮遊ごみ回収作戦」の海洋環境保全事業
【寄附の使い途】海にも多種類の浮遊ごみが有ります。特にビニール類やペットボトル
等は半永久的に浮遊し、景観損失、動植物生態系破壊、水質汚染等の原因です。これ
らを回収し海洋環境保全に努めます。

事業者コード K092 公益社団法人 滋賀県環境保全協会 滋賀県

■URL：http://www.kankyohozen.jp
■お問い合わせ先：事務局　TEL 077-525-2061 ■E

事業名 企業の自主的環境保全活動支援事業
【寄附の使い途】まだ環境対策が進められていない中小企業にも環境保全と経営の両
立を図れることを理解してもらい、自主的な環境保全活動推進の裾野を広げ山積す
る環境問題の解決に寄与したい。寄附は、中小企業の自主的な環境保全活動の体制
づくり（仕組み、人材育成）に活用したい。

事業者コード K093 特定非営利活動法人 プロジェクト保津川 京都府

■URL：http://hozugawa.org/
■お問い合わせ先：TEL 0771-20-2569 ■E

事業名 京都・保津川の環境保全
【寄附の使い途】京都・保津川では、近年、大量の漂着ゴミや水質汚濁による景観や希少
生物の生息環境の悪化が大きな問題となっています。寄附金は、漂着ゴミや不法投棄の
清掃活動および実態調査・監視活動のほか、漂着ゴミ等の実態をリアルタイムで把握す
るために開発中の保津川環境マップの改良に充て、良好な河川環境の保全を実現します。

事業者コード K081 特定非営利活動法人 地域国際活動研究センター 愛知県

■URL：http://cdic.aift.jp/
■お問い合わせ先：総務部　TEL 052-935-7126 ■D

事業名 東ティモール国での植林による環境保護事業
【寄附の使い途】当団体は2008年より東ティモール国で村の共有林である水源林の
植林活動を現地の要請で始めている。助成団体からも資金を得ているが、寄附はほ
とんどないので、この事業の苗木等の資金に充てたい。

事業者コード K083 特定非営利活動法人 里山倶楽部 大阪府

■URL：http://www.satoyamaclub.org/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 072-333-0309 ■D

事業名 ポイント寄附の活用による里山林整備事業
【寄附の使い途】今、里山は手入れ不足や竹林の繁茂、経済的自立の困難などにより、
どんどん荒廃しています。里山林（雑木林および人工林）の更新や間伐をすすめて、
暮らしに身近な場所で二酸化炭素の吸収に貢献する森林を再生するとともに、市民が
みずから地球温暖化防止のための森林整備に参加できる場を提供します。

事業者コード K084 公益財団法人 地球環境センター 大阪府

■URL：http://gec.jp/jp/index.html
■お問い合わせ先：国際協力課　TEL 06-6915-4126 ■D

事業名 ベトナム・ハロン湾 住民参加型マングローブ植林事業
【寄附の使い途】水質悪化により世界遺産の取消の可能性のあるベトナム・ハロン湾
で、マングローブの植林を行い、周辺の環境保全、水上コミュニティ等の環境意識向
上を図ります。また、この活動と関連して、平成21年度より大阪府立大学と共同でハ
ロン湾における住民参加型の資源循環システム構築支援事業を実施しています。

事業者コード K085 認定特定非営利活動法人 緑の地球ネットワーク 大阪府

■URL：http://homepage3.nifty.com/gentree/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 06-6576-6181 ■D

事業名 中国黄土高原における森林再生事業
【寄附の使い途】①土壌侵食と砂漠化をくいとめるため、山地・丘陵地を緑化します。
②造林樹種の多様化と、自然の回復力を生かした持続性のある森林再生を啓発・指
導します。

事業者コード K087 特定非営利活動法人 緑と水の連絡会議 島根県

■URL：http://www.iwami.or.jp/ohgreen/ 
■お問い合わせ先：TEL 0854-82-2727 ■D

事業名 石見銀山 世界遺産を守る森づくり
【寄附の使い途】世界遺産石見銀山のコアゾーンの山林はハチク竹林に覆われ、近年テ
ングス病が広がり枯死倒伏が進行しています。私たちは市民ボランティアとともに竹を
間伐し、チップ化処理し、遺跡の景観を回復するとともに、病害の進行を阻止するモデ
ル事業を全国に先駆けておこなっています。目標エリア２ｈａ、竹10万本伐採。

事業者コード K088 特定非営利活動法人 森林をつくろう 佐賀県

■URL：http://www.mori-tukurou.com
■お問い合わせ先：TEL 0952-65-4176 ■D

事業名 未来をつくる子供たちとの環境教育フィールド形成事業
【寄附の使い途】森林の機能やそこで育つ木材の良さを伝える活動を実施しています
が、子供たちに種から木を育て、植える体験を含め、森林環境保全につながる事業実
施を通じて、森林に関心を持ち、未来の豊かな森林形成に取組む意識付けにするた
め、子供たちに森林づくり活動や環境学習のための事業費としたいです。

事業者コード K089 特定非営利活動法人 環境技術協会 熊本県

■URL：http://www.eta.gr.jp
■お問い合わせ先：事務局　TEL 096-245-6235 ■D

事業名 「同友の森づくり」へのカーボンオフセットのシステム構築と運用
【寄附の使い途】熊本県中小企業家同友会で進めている植林による森づくり「同友の
森づくり」にローカル版のカーボン・オフセットの仕組みを導入することにより、森林
の保全と緑化活動に寄与するシステムの協議会を組織し検討し運用します。

事業者コード K251 一般社団法人 てるはの森の会 宮崎県

■URL：http://teruhanomori.com/
■お問い合わせ先：TEL 0985-35-7288 ■D

事業名 綾の照葉樹林保護・復元活動
【寄附の使い途】綾の照葉樹林プロジェクトエリアの自然環境を活用し、環境教育を
行う。照葉樹林に支えられた伝統や文化と生物多様性等を理解した、綾の照葉樹林プ
ロジェクトを推進する人づくりを進める。
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事業者コード K094 特定非営利活動法人 アジア砒素ネットワーク 宮崎県

■URL：http://www.asia-arsenic.jp/top/
■お問い合わせ先：TEL 0985-20-2201 ■E

事業名 砒素汚染地域における安全な水供給施設の建設
【寄附の使い途】アジア各国の地下水砒素汚染地で安全な水供給施設の設置を行いま
す。私達がこれまで積み重ねてきた経験をもとに、各専門分野で経験を積んだ現地ス
タッフと、住民が相談し、それぞれの地域に適した設備を設置します。併せて利用者への
啓発活動も行います。これらの活動を通じて、砒素汚染地域で被害の軽減が図られます。

環境教育・人材育成F

事業者コード K095 特定非営利活動法人 ezorock 北海道

■URL：http://www.ezorock.org/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 011-562-0081 ■F

事業名 青年層における持続的な地域づくり事業
【寄附の使い途】北海道内の様々な地域に住む10代から30代の青年層が、持続的
な地域づくりに向けて活動を行います。具体的には、地域の商店街や町内会で行わ
れている地域のお祭りで発生するごみ分別の呼びかけや、次世代を担う青年層を対
象とした人材育成プログラムなどを実施します。

事業者コード K096 特定非営利活動法人 さっぽろ自由学校「遊」 北海道

■URL：http://sapporoyu.org/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 011-252-6752 ■F

事業名 「自然と人、人と人をつなぐ」 ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）モデル事業の構築
【寄附の使い途】当団体ではこれまで数多くの講座やイベントを開催してきましたが、記
録・報告などのフォローアップが不十分でした。今回、北海道の地域性に根ざしたESD
モデル事業を実施するにあたり、写真・映像等による記録充実を図り、教材作成等に活
かしたいと思います。そのための機材購入やIT環境の整備に寄附を活用したいです。

事業者コード K097 特定非営利活動法人 北海道市民環境ネットワーク 北海道

■URL：http://www.kitanet.org/
■お問い合わせ先：TEL 011-215-0148 ■F

事業名 北海道の自然を守る〜環境リーダー育成活動
【寄附の使い途】北海道のめぐみ豊かな自然環境を子どもたちの未来へ引き継ぐために、
環境を守り育てる人材を育成し、北海道内の環境活動の基盤強化のために役立てます。
当会員団体活動への参加やNPO事務局活動の実体験等を通して環境活動について学ぶ
ことで、北海道民の環境意識の向上と、将来の環境リーダーの育成につなげます。

事業者コード K216 特定非営利活動法人 水・環境ネット東北 宮城県

■URL：http://mizunet.org/xoops/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 022-723-1390 ■F

事業名 東北の“いい川”づくり交流
【寄附の使い途】東北各地の河川特性を考慮した魅力ある川づくりを進めるため、水
環境の保全にかかわる立場の異なる人々（NPO・教育機関・企業・行政）と“いい川”
づくりのスキルアップをめざし、地域研修や情報交流、ネットワークづくりの場を設け
ます。

事業者コード K100 特定非営利活動法人 つくば環境フォーラム 茨城県

■URL：http://tef298.sakura.ne.jp/
■お問い合わせ先：TEL 029-879-8810 ■F

事業名 オオムラサキの棲む里山づくり
【寄附の使い途】開発地域からレスキューし、地域の小学校で飼育繁殖させている国蝶オ
オムラサキを教材とした環境学習を展開し、里山と人との関係を考える子ども向け、大
人向けの出張授業を行い、また、この蝶が戻れる良好な森林の整備を呼びかけ、里山保
全への理解を進めます。事業の人件費･教材作成費・森林整備費等に寄附を活用します。

事業者コード K217 認定NPO法人 アサザ基金 茨城県

■URL：http://www.asaza.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 029-871-7166 ■F

事業名 アサザプロジェクトの環境教育事業
【寄附の使い途】霞ヶ浦再生活動の一環として、子ども達の環境学習に活用させていた
だきます。地域の自然や生きものをテーマに、学校で水草を育てて湖に植えに行った
り、生き物の視点で環境を見直し、地域特性を活かしたまちづくりをすすめています。
1,000円で5人の子どもたちが活動に参加することが出来ます。

事業者コード K101 特定非営利活動法人 ソーラーネット 埼玉県

■URL：http://solar-net.org/
■お問い合わせ先：TEL 0493-71-1102 ■F

事業名 手作り太陽電池の全国出前講習会の開催
【寄附の使い途】国際NGO、地域おこしに取り組む市民団体、学校等を対象として、
40Wクラスの太陽電池を組立てる講習会を全国で開催します。希望者には、製作に
必要なラミネーターの購入補助も行います。エネルギーの地産地消が、現実として
可能なのだと言う事を体感してもらい、全国ネットワーク形成をめざします。

事業者コード K102 特定非営利活動法人 ECOPLUS 東京都

■URL：http://www.ecoplus.jp/top.php?lang=ja
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-5294-1441 ■F

事業名 日本の農山村で持続可能な社会づくりへのヒントを探る環境学習活動
【寄附の使い途】持続可能な社会作りのためには、何百年にもわたって自然と調和した暮
らしを維持してきた日本の集落社会が大きなヒントになります。過疎高齢化に直面して
いる農山村の集落で、その地の自然・文化・社会を学びつつ未来を考え、地域と日本を
元気にする学習活動を実施します。経済的に余裕のない若者らへの参加も支援します。

事業者コード K103 特定非営利活動法人 アトピッ子地球の子ネットワーク 東京都

■URL：http://www.atopicco.org
■お問い合わせ先：TEL 03-5948-7891 ■F

事業名 アトピー・アレルギー性疾患患者のための環境教育プログラム
【寄附の使い途】喘息、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎などのアトピー・アレルギー
性疾患やいわゆる化学物質過敏症の患者とその家族が安心して参加できる、「夏休み
環境教育キャンプ」や「里山プロジェクト」などの環境教育プログラムに必要な備品や
資材の調達、運搬費用等に充当します。

事業者コード K104 一般社団法人 イクレイ日本 東京都

■URL：http://www.iclei.org/japan
■お問い合わせ先：TEL 03-6205-8415 ■F

事業名 フィリピンの都市の家庭での省エネ・再生可能エネルギー利用活動支援
【寄附の使い途】フィリピン有数の観光・教育都市であるサンフェルナンド市（人口11
万5千人）とベンゲット州バギオ市（同30万人）ほか複数の都市で、一般市民や青少年
に省エネ活動や再生可能エネルギーに関する情報提供と実践活動支援、指導者養成を
行い、地域主体の温暖化対策の取組を支援したいと考えています。

事業者コード K106 特定非営利活動法人 エコ・コミュニケーションセンター 東京都

■URL：http://ngo-ecom.org/
■お問い合わせ先：ECOM事務局　TEL 03-5957-1301 ■F

事業名 内モンゴル自治区東部地域における砂漠緑化支援事業
【寄附の使い途】内モンゴルへのエコツアー、植林ワークキャンプ、またその報告会
を通じて、国内、現地で活動する次のような人材の育成を目指します。1．内モンゴル
自治区東部地域への植林支援を行う人材 2．現地の現状、砂漠緑化活動への理解・
啓発により、自分の足もとからできることに取り組む人材

事業者コード K107 公益財団法人 オイスカ 東京都

■URL：http://www.oisca.org/
■お問い合わせ先：海外事業部ポイント寄附担当　TEL 03-3322-5161 ■F

事業名 海外環境保全事業・「子供の森」計画事業
【寄附の使い途】途上国における森林保全・沿岸環境保全・砂漠化防止・環境教育活動
やそれらの担い手となる現地住民の育成活動等、海外での環境保全にかかる活動全般で
活用し、現地住民の問題意識を喚起して彼ら自身による自発的かつ継続的な活動を促進
することで自然環境保護に加え生活環境の改善及び貧困削減にまで効果を波及したい。

事業者コード K109 特定非営利活動法人 開発教育協会 東京都

■URL：http://www.dear.or.jp/
■お問い合わせ先：TEL 03-5844-3630 ■F

事業名 環境教育のための写真教材開発・発行事業
【寄附の使い途】「食」を通して環境問題やグローバリゼーション、持続可能な社会に
ついて考える写真教材を作成する（対象は小学生以上）。作成にあたっては、教員や
栄養士等の協力を仰ぐ。写真セットのほか、参加型の学習プログラムの実施手引き、
資料集なども併せて作成し、学校やNPO/NGO等での活用を目指す。

事業者コード K110 認定NPO法人 環境文明21 東京都

■URL：http://www.kanbun.org/
■お問い合わせ先：TEL 03-5483-8455 ■F

事業名 企業の環境力UPのためのカリキュラム作りとモデル研修の実施
【寄附の使い途】企業の環境力育成研修のためのカリキュラム作り。持続可能な社会
構築には、企業自体が、環境配慮型の持続的成長を目指す企業に転換していく必要
がある。そうした企業の環境力向上のため、廃棄物業、建設業など業種を決め、具体
的なカリキュラムを開発し、モデル研修を行う。
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▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 環境保全活動を行う団体

■A 地球温暖化防止    ■B リサイクル・廃棄物対策    ■C 自然保護・生物多様性保全    ■D 森林の保全・緑化    ■E 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策
■F 環境教育・人材育成    ■G グリーン購入    ■H 助成・トラスト活動等を行う団体    ■J カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト

各団体の活動内容
（環境保全分野）

※情報は平成27年5月25日時点のものです。

●一度寄附されたポイントは返却することができません。
●環境寄附はカーボン・オフセットの一部を除き匿名で行われます。
●集められた寄附は1ポイント＝1円で換算されます。
●P78の「環境寄附の申込方法」を必ずご確認ください。

ご注意ください

事業者コード K111 認定特定非営利活動法人 共存の森ネットワーク 東京都

■URL：http://www.kyouzon.org/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-6432-6580 ■F

事業名 森・里・海・川と「共存」する社会の構築に向けた次世代への普及啓発事業
【寄附の使い途】日本人は、かつて身の回りの自然から生活に必要なものを得て生きてき
ました。現在は、石油や食料などを海外に頼る暮らしをしていますが、化石燃料の枯渇、
地球温暖化の進行が進めば、今の暮らしは維持できません。私たちは、持続可能な社会
の基盤である自然とともに生きる暮らし方や価値を次世代に伝える活動をしています。

事業者コード K112 仮認定特定非営利活動法人 グローバル・スポーツ・アライアンス 東京都

■URL：http://www.gsa.or.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-3461-3082 ■F

事業名 スポーツイベントを通じた環境活動促進事業(環境負荷の軽減や参加者の環境意識啓発、ネットワーク化事業)
【寄附の使い途】スポーツイベント会場設置のブースやフォーラム等で環境活動実践
を呼びかけ、参加者へのアンケートを実施、環境宣言をしていただき環境意識を高め
ます。また国内でのスポーツ用品リサイクル、リユース活動や中古スポーツ用品海外
寄贈発送費用、海外チームへの啓発グッズ発送費用として使用します。

事業者コード K113 特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター 東京都

■URL：http://www.janic.org/
■お問い合わせ先：広報・渉外グループ　TEL 03-5292-2911 ■F

事業名 環境×国際協力入門講座
【寄附の使い途】途上国の貧困問題や気候変動・生物多様性などの環境問題と私た
ちの暮らしのつながりを学ぶ入門講座（名称案：しろくまワークショップ）を実施しま
す。教材は小冊子「地球とぼくたちのためにちょっと考えてみませんか」等を使用。平
成20年よりワークショップを数度開催し、好評であったことから今後も開催します。

事業者コード K114 特定非営利活動法人 国際連合活動支援クラシックライブ協会 東京都

■URL：http://www.classiclive-un.org/
■お問い合わせ先：国連クラシックライブ協会事務局　TEL 03-5775-3737 ■F

事業名 Concert of Life “環境ミュージカル”による今と次代を担う地球市民のための環境教育啓発事業
【寄附の使い途】地球環境問題をシンポジウムとミュージカルを併用して行うコンサー
ト（東京他）を無料招待で鑑賞・参加できるようにすることで、意識が低い層から高
い層まで幅広く普及させ、わかりやすい総合的な環境教育を提供し、地球を守るため
の行動への実践へとつなげる。

事業者コード K115 特定非営利活動法人 才の木 東京都

■URL：http://www.sainoki.org
■お問い合わせ先：専務理事 市田憲　TEL 090-2141-0082 ■F

事業名 環境教育
【寄附の使い途】才の木の活動は、環境と経済の調和ある社会の構築に向けて、他の
ＮＰＯなどと協働・協力し、広く一般市民を対象に、木材利用と森づくりを通した環境
教育の普及・啓発事業を行なうと共に、低炭素社会を目指した仕組作りを行い、地域
の経済活動のネットワーク化を達成することです。

事業者コード K116 特定非営利活動法人 サステナビリティ日本フォーラム 東京都

■URL：http://www.sustainability-fj.org/
■お問い合わせ先：TEL 070-5598-0295 ■F

事業名 私たちの未来を考えるワークショップ
【寄附の使い途】持続可能な社会づくりに貢献する人材を市民や企業のなかに育成す
るため、未来を考えるワークショップを提供します。さらに企業の経営陣にむけて、長
期環境ビジョンの必要性や、策定に必須の知識を提供するセミナーを実施します。

事業者コード K117 特定非営利活動法人
持続可能な開発のための教育の10年推進会議 東京都

■URL：http://www.esd-j.org
■お問い合わせ先：TEL 03-5834-2061 ■F

事業名 持続可能な開発のための教育（ESD）の推進
【寄附の使い途】ESDとは、持続可能な未来のための人づくり。世界のことを知り、社
会への無関心を変え、自然との共生、人権の尊重、多文化理解などの価値観や、問題
解決力やコミュニケーション力を育みます。そのような学びが日本中に広がる活動へ
の支援をお待ちしています。

事業者コード K118 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会 東京都

■URL：http://www.ecotourism.gr.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-5437-3080 ■F

事業名 エコツーリズムの普及・調査・研究
【寄附の使い途】エコツーリズムの普及と啓発事業・エコツアーガイドなどの人材養
成等にあて、持続可能型観光の実現を目指したいと考えています。具体的には各種
イベントの開催、人材育成講習会の開催、調査・研究の継続等を行います。

事業者コード K119 一般財団法人 日本グラウンドワーク協会 東京都

■URL：http://www.groundwork.or.jp/
■お問い合わせ先：TEL 03-6459-0324 ■F

事業名 Youth Eco Action－若者主役のパートナーシップによる地域環境改善活動
【寄附の使い途】若者が主体的に取り組む実践的な環境改善活動（植樹、里山再生、農
業体験、手づくり公園整備、環境学習等）を全国各地で実施します。活動は、地域住民・
企業・行政のパートナーシップによって地域の多くの方々の参加を得て行うものとし、
そのコーディネイト役を地域のＮＰＯ（グラウンドワーク活動団体）が担います。

事業者コード K120 特定非営利活動法人 日本国際湿地保全連合 東京都

■URL：http://japan.wetlands.org/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-5614-2150 ■F

事業名 干潟の市民調査に基づく生物多様性教育プログラムの構築
【寄附の使い途】生物多様性の正しい理解を広めることをねらいに、干潟調査ガイド
ブックを使用した生物調査研修会を行います。中高生から社会人までを対象とし、「種
の多様性」と「環境の多様性」の重要性を体感できるような教育プログラムを構築・
実施、その中で地域の生物調査を担う人材育成を行います。

事業者コード K121 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター 東京都

■URL：http://www.ngo-jvc.net/
■お問い合わせ先：広報　TEL 03-3834-2388 ■F

事業名 土地・森林保全と持続的農業による生活改善プロジェクト
【寄附の使い途】ラオスの農村部で暮らす人々は、筍、キノコ、カエル、魚などの食料
をはじめとした生活物資を豊かな森林、河川などの自然から調達しています。日本国
際ボランティアセンターは、村人が将来に渡って持続的に自然資源を活用していける
よう、森林保全、自然資源管理、林産物の植栽といった活動を支援します。

事業者コード K123 特定非営利活動法人 ネイチャーセンターリセン 東京都

■URL：http://www.naturecenter-risen.com
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-6413-6711 ■F

事業名 カンボジア王国コンポンチャム中学教員養成所の実践的環境教育
【寄附の使い途】今カンボジアでは、急速な経済発展とともに大気・土壌汚染、水質汚
濁などの環境悪化が始まっている。しかし1970年代ポル・ポト政権時代に教育システ
ムが崩壊し、体験的な環境教育を行う人材がいない。そこで、実践的な環境教育の指
導者を継続的に育成するシステムを構築し、人々が自然と共存する社会を目指します。

事業者コード K124 特定非営利活動法人 ブリッジ エーシア ジャパン 東京都

■URL：http://www.baj-npo.org/
■お問い合わせ先：TEL 03-3372-9777 ■F

事業名 ベトナムにおける実践型環境教育活動
【寄附の使い途】ベトナムでは年々貧富の差が広がり、貧困層は生活インフラの未整備
などが原因で劣悪な環境での生活を強いられています。そのため、貧困地域の環境改
善・生計向上をめざして、地域の子どもたちが大人を巻き込みながらゴミや生活排水等
の問題に取り組んでいく実践型環境教育活動にご寄附を活用させていただきます。

事業者コード K125 認定NPO法人 水俣フォーラム 東京都

■URL：http://www.minamata-f.com
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-3208-3051 ■F

事業名 水俣病の経験を広く共有するための普及啓発活動
【寄附の使い途】水俣病問題についての講演会、セミナー、展覧会の開催をはじめ、現地
研修の実施、水俣病ライブラリーの運営、出版やインターネットでの発信を通じて、国内
外の人たちに広く水俣の経験を伝えることにより、こうした公害が二度と繰り返されない
よう環境に関する意識の向上を図り、環境汚染の防止に寄与することをめざします。

事業者コード K126 特定非営利活動法人 ミレニアムシティ 東京都

■URL：http://npo-mc.com
■お問い合わせ先：TEL 03-3929-4663 ■F

事業名 エコビレッジ実践講座
【寄附の使い途】環境問題や人のつながりを回復するためにエコビレッジの建設は有効
な手段となると考えられます。エコビレッジの裾野を一般の方々に広げると共に、実践
する人材を育成するための講座を開催します。それによってエコビレッジ建設が加速化
することを目指しています。
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事業者コード K127 認定特定非営利活動法人 野生生物保全論研究会 東京都

■URL：http://www.jwcs.org/
■お問い合わせ先：TEL 0422-54-4885 ■F

事業名 野生生物の保全教育に関する活動
【寄附の使い途】私たちの環境の基盤となる野生生物の世界を守るということは、生物
多様性を保全することに直接寄与しているということを、一人でも多くの人に伝えるた
めに、WEB内容の充実化や講習会などを通じて、国民の意識向上に専念します。それ
により、野生生物の保全が環境保全であるということが誰でも認識できるようにします。

事業者コード K218 特定非営利活動法人 川に学ぶ体験活動協議会 東京都

■URL：http://www.rac.gr.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-5832-9841 ■F

事業名 全国一斉1万人・川の流れ体験キャンペーン
【寄附の使い途】川は都心でも自然の残る場所であり、上下水道に直結する場所であり
ながら、現在では川に関心を寄せる機会が全くといってよいほどありません。その川を
ライフジャケットを着て魚と一緒に流れる体験を呼び水に、マナーとしてゴミを拾って
帰ることを通じ、人は自然の一部であることを体感する機会を全国各地で増やします。

事業者コード K235 特定非営利活動法人 あらかわ学会 東京都

■URL：http://www.arakawa-gakkai.jp
■お問い合わせ先：あらかわ学会　北千住オフィス　TEL 03-5284-7885 ■F

事業名 姉妹河川荒川•ポトマック交流事業
【寄附の使い途】関東管内の河川（特に荒川）を舞台にして、優れた「いい川づくり」
の活動をしている団体に対する中間支援として、成果の発表交流の場となるワーク
ショップを開催することで、情報共有や活動の活性化、さらには、新たな人材の発掘・
育成を図りたい。姉妹河川ポトマック川との交流事業を推進していきたい。

事業者コード K236 特定非営利活動法人 太陽光発電所ネットワーク 東京都

■URL：http://www.greenenergy.jp
■お問い合わせ先：TEL 03-5805-3577 ■F

事業名 みんなでつくろう！市民共同発電所！
【寄附の使い途】自宅に太陽光発電設備を設置することが出来ない場合でも市民共同
発電所を通し多くの市民が太陽光発電に参加し自らエネルギー問題に関わり、さらな
る自然エネルギーの普及を目指すべく、市民主体の発電所の設営、運営をサポートし
ていく為の資金として環境寄附を希望いたします。

事業者コード K237 特定非営利活動法人 日本エコツーリズムセンター 東京都

■URL：http://www.ecotourism-center.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-5834-7966 ■F

事業名 獣害被害の抑制と生物多様性回復のための人材育成
【寄附の使い途】獣害の被害額200億円と言われる中、狩猟による取り組みや利活用
が活発化。駆除と保護と人と動物の距離感を広い目で捉える野生動物インタープリ
ターを育成し自然との共生社会を目指します。また体験や里山の暮らしをベースにし
た自然エネルギーへの取り組みも推進します。

事業者コード K238 公益財団法人 日本環境協会 東京都

■URL：http://www.j-ecoclub.jp/
■お問い合わせ先：こどもエコクラブ全国事務局　TEL 03-5643-6251 ■F

事業名 「こどもエコクラブ」環境活動支援
【寄附の使い途】「こどもエコクラブ」が実施する環境活動に対し、個別に助言や指導
を行い、活動の継続とステップアップを図ります。あわせて、子どもたちの環境活動
情報を集めたデータベースを作成し、行政や民間企業等に対し、データに基づいた環
境教育・環境保全活動促進策を提案していきます。

事業者コード K220 特定非営利活動法人 神奈川県環境学習リーダー会 神奈川県

■URL：http://npo-k-leader.net
■お問い合わせ先：事務局　TEL 090-3247-6647 ■F

事業名 将来を託す子どもたちと市民の環境学習事業
【寄附の使い途】ひとりでも多くの皆さんが環境の大切さに関心を持ち、活動に参加
することを目指し、①子どもたちに環境の大切さをより良く理解してもらうための体
験教室や自然環境教室の開催、②環境保全の活動を目指す市民の皆さんのためのボ
ランティア講座の開催、③報告会開催などの広報活動のための資金とします。

事業者コード K222 特定非営利活動法人 かみえちご山里ファン倶楽部 新潟県

■URL：http://kamiechigo.jp/
■お問い合わせ先：TEL 025-541-2602 ■F

事業名 〜地産即食〜　農山村地域の「食」をテーマに、人と人、産と食をつなぐ体験事業
【寄附の使い途】農山村では、身の回りの自然を活かした持続可能な暮らしが今も受け
継がれ、自然環境の保全や食料の生産など、多くの命を支えています。農山村に今も息
づく「生きるための知恵」を未来へとつなげるために、都市部の人に向けて「食」に対す
る新たな価値の提案を行うための体験プログラムの開発・実施や場づくりを行います。

事業者コード K128 あそあそ自然学校 富山県

■URL：http://www.asoaso.jp/
■お問い合わせ先：TEL 076-472-4410 ■F

事業名 子どもエコクッキングの実施
【寄附の使い途】子どもの環境意識が自然に身に付くように、地元の食材を中心とし
た、野菜の皮なども捨てないエコクッキングを実施する。実施にあたり、チラシを作
成して、保育所や幼稚園に配布し、参加者を広く公益的に募る。

事業者コード K129 公益財団法人 石川県緑化推進委員会 石川県

■URL：http://www.isikawagreen.or.jp
■お問い合わせ先：TEL 076-240-7075 ■F

事業名 森林環境教育推進事業
【寄附の使い途】県内の小・中学校における森林環境教育を進めるため、自らの所有
又は賃貸借等の方法によって学校林として使用することが可能な森林を確保しなが
ら、私たちの大切な財産である森林を未来につなぎ、守り育てていくとの機運の醸成
を目的としたＰＴＡなどが行う森林整備活動の支援に充てます。

事業者コード K130 特定非営利活動法人 エコプランふくい 福井県

■URL：http://ecoplanf.com/
■お問い合わせ先：TEL 0776-30-0092 ■F

事業名 幼児といっしょに、四季を感じる自然体験
【寄附の使い途】自然との関わりを通じて、子ども達が生き物に触れ生命を理解する
幼児自然体験は、今後の人間形成にも、自然を大切にするひとを育てるためにも重要
です。保育園と連携した幼児の自然体験や一般の親子対象の自然体験教室を開催す
ることで自然と関わりを感じる人を育てます。

事業者コード K131 環境ふくい推進協議会 福井県

■URL：http://www.kankyou-fukui.jp
■お問い合わせ先：事務局　TEL 0776-20-0301 ■F

事業名 環境についての普及啓発事業
【寄附の使い途】福井県民に対して、環境の現状、課題や環境保全の大切さを伝える
ことにより、環境問題に積極的に取組む風土を作りあげていく。

事業者コード K132 特定非営利活動法人 ｅ－ｐｌｕｓ生涯学習研究所 岐阜県

■URL：http://e-plus.jpn.org/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 058-245-6442 ■F

事業名 おサイフと環境にやさしい省エネ講座 みんなではじめよう省エネ！！「一人の百歩より百人の一歩」
【寄附の使い途】一人ひとりが自分にあった省エネ機器を選べば、生活を変えずに簡単
に省エネができます。すぐにできる省エネのアドバイス会や講座を、ショッピングモー
ル、住宅展示場、電気店のイベント等で行います。また、小中学校や社会教育施設で児
童、市民に対して「身近な省エネ」や「地球の温暖化」をテーマに環境教育を行います。

事業者コード K133 特定非営利活動法人 ホールアース研究所 静岡県

■URL：http://wens.gr.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 0544-66-0790 ■F

事業名 富士山南麓 自然・文化体験学習
【寄附の使い途】地元の小中学生を対象にした、「富士山学習」の活動資金に充てます。
原生林の探検や火口トレッキング、浅間大社見学など、富士山の自然や文化を肌で体験
する活動を展開し、自然や文化を守り受け継いでいく豊かな心を育むことを目的として
います。地元教育委員会と連携して行い、寄附を学校の経費負担分に充てます。

事業者コード K224 特定非営利活動法人 ラブ・ネイチャーズ 静岡県

■URL：http://love-natures.sakura.ne.jp
■お問い合わせ先：TEL 053-522-1792 ■F

事業名 自然環境の啓発活動と自然保護
【寄附の使い途】地域住民や小中高生と共に楽しみながら、自然とのふれあいを通して新
しい発見や感動を共有し、自然の素晴しさ厳しさ大切さを伝えるためのプログラムや体
験を提供することで自然環境の啓発を行いストップ温暖化に貢献することを目的に活動
します。又、10年間継続している絶滅危惧種の「シラタマホシクサ」の保護を行います。

事業者コード K135 ＮＰＯ エコバンク Japan 愛知県

■URL：http://www.ne.jp/asahi/ecobank/honbu/
■お問い合わせ先：本部事務局　TEL 0586-82-2212 ■F

事業名 緑のカーテン 指導マニュアル＆市民への啓発
【寄附の使い途】当会で緑のカーテン指導マニュアルを作成している。小中学校向
けと保育園幼稚園向けの2種類がある。自己資金が十分ではない為、向上が困難と
なっている。寄附により現在のマニュアルを早期に向上させ、広く国民が利用できる
ものを願う。寄附が多い場合、市民に広げる為企業などで緑のカーテンを実施願う。
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環境保全活動を行う団体
助成・トラスト活動等を行う団体

■A 地球温暖化防止    ■B リサイクル・廃棄物対策    ■C 自然保護・生物多様性保全    ■D 森林の保全・緑化    ■E 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策
■F 環境教育・人材育成    ■G グリーン購入    ■H 助成・トラスト活動等を行う団体    ■J カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト

各団体の活動内容
（環境保全分野）

※情報は平成27年5月25日時点のものです。

●一度寄附されたポイントは返却することができません。
●環境寄附はカーボン・オフセットの一部を除き匿名で行われます。
●集められた寄附は1ポイント＝1円で換算されます。
●P78の「環境寄附の申込方法」を必ずご確認ください。

ご注意ください

事業者コード K136 特定非営利活動法人 心豊かにARD(あるど)の会 愛知県

■URL：http://www.ard-jp.org/
■お問い合わせ先：TEL 090-3568-8818 ■F

事業名 わくわくきずなっ子事業
【寄附の使い途】まち美化活動の参加者に独自のポイントを提供し、このポイントを使用
して、様々な体験型教室『わくわくきずなっ子教室』に参加できるシステムです。身近な
環境行動としてのまち美化活動に積極的に参加する意欲や規範意識の向上と、体験型
教室では、世代間交流による次世代を担う子どもたちとの絆つなぎを図ります。

事業者コード K139 特定非営利活動法人 社叢学会 京都府

■URL：http://www.shasou.org/
■お問い合わせ先：本部事務局　TEL 075-212-2973 ■F

事業名 健全な社叢の育成のための実習を含めた人材育成
【寄附の使い途】地域の自然生態と歴史的・民俗的背景を色濃く反映する社叢(鎮守の
森など信仰の対象となる緑地)には、里山等とは異なる管理が求められます。社叢管理
に必要な知識・技術を習得した人材を育成し、地域住民と共に市街地の貴重な自然であ
り、歴史的財産でもある社叢を守ることで、より快適な都市環境の実現を目指します。

事業者コード K140 かたの環境フェスタ市民会議 大阪府

■URL：http://katano-kankyo.com/
■お問い合わせ先：交野市役所環境保全課内　事務局　TEL 072-892-0121 ■F

事業名 環境フェスタin交野
【寄附の使い途】環境イベント「環境フェスタin交野」の開催を通じて多くの人達に環境
保全に対する意識の啓発活動を行ない、今日よりも明日が少しでも良くなり、良い環境
を次世代の子供たちへ引き継ぎたい。（毎年開催で次回開催は2016年3月13日）

事業者コード K141 特定非営利活動法人 近畿環境市民活動相互支援センター 大阪府

■URL：http://econetkinki.org
■お問い合わせ先：ＮＰＯ法人エコネット近畿　事務局　TEL 06-6881-1133 ■F

事業名 琵琶湖・淀川流域自然環境再生事業
【寄附の使い途】■流域河川のクリーンアップ■環境イベント、の2つの事業を通し、
流域のNPO・企業・行政等を、よりスムーズなネットワークで結び、相互の理解と交
流を通して、地域活動を活性化します。また、活性化した地域活動を通じて、地域の
暮らしに、より豊かな人間性を育みます。

事業者コード K142 公益社団法人 まちづくり国際交流センター 奈良県

■URL：http://nara-c.com
■お問い合わせ先：TEL 0744-23-9908 ■F

事業名 国際貢献、国際文化交流、環境保護を含む住みやすいまちづくり
【寄附の使い途】1）橿原市内の小、中学校の学校支援地域事業の環境講座開催に伴
う講師謝金。2）毎年環境保護の啓蒙活動として実施している協働型事業の「エコフェ
スタ」の費用に使用。

事業者コード K227 特定非営利活動法人 黒潮実感センター 高知県

■URL：http://www.orquesta.org/kuroshio/
■お問い合わせ先：TEL 0880-62-8022 ■F

事業名 体験実感学習（海と山とのつながり）、海の中の森づくり
【寄附の使い途】黒潮実感センターでは、より多くの人に豊かな自然が残る柏島を実感
してもらうために持続可能な里海づくりを目指しています。ご寄附は我々の核となる
活動である、環境教育・体験学習における更なる充実に力を注ぐため、その際の活動
費や器材費、情報発信に充て、地域と共に活動に力をいれていきたいと思います。

事業者コード K143 特定非営利活動法人 循環生活研究所 福岡県

■URL：http://www.jun-namaken.com/
■お問い合わせ先：TEL 092-405-5217 ■F

事業名 「小さな循環でいいくらし」をするための人材養成と支援
【寄附の使い途】当NPOの堆肥づくり歴45年の堆肥名人の実践力を、各地域で楽し
く着実に展開できるように実践型専門家の養成・支援と手法を移植する。自家製堆
肥づくりから菜園・野菜・食までむすぶ循環を実現するため初心者でも簡単に取り組
めるダンボールコンポストを使い実力ある市民の人材養成と継続支援を行う。

事業者コード K228 特定非営利活動法人 地球市民の会 佐賀県

■URL：http://terrapeople.or.jp/main/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 0952-24-3334 ■F

事業名 ミャンマー南シャン州　自然を愛する若手リーダー育成プロジェクト
【寄附の使い途】ミャンマーの南シャン州では環境に対する意識が未成熟です。そこで、
当地域の青少年を対象に環境教育ワークショップを実施し、森林の持つ多様な機能と
重要性を伝えます。更に、植林活動を通して身体で自然の恵みを感じてもらうことで、
環境保護に関心を持ち、継続的に実践できる若手リーダーの育成をはかります。

事業者コード K144 特定非営利活動法人 くまもと温暖化対策センター 熊本県

■URL：http://www.kuma-ontai.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 096-356-4840 ■F

事業名 省エネアドバイス実施
【寄附の使い途】家庭の省エネを図るため、イベント等で「家庭の省エネアドバイザー」
派遣を行い各家庭の実情(世帯構成、電気・ガス・水道使用量、自家用車台数等）に
合わせた効果的な省エネ方法のアドバイスにより具体的な省エネ行動を促す。

グリーン購入G

事業者コード K145 グリーン購入ネットワーク 東京都

■URL：http://www.gpn.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 03-5642-2030 ■G

事業名 グリーン購入の全国的普及推進と環境配慮商品の購入指針づくり・情報提供
【寄附の使い途】通常ホームページ（HP）に掲載されている情報は、HPへアクセスし
ないと得られませんが、RSS機能を活用したweb2.0を採用し、全面的に再構築する
ことで、HPへアクセスしなくてもグリーン購入やGPNの活動に関する情報を入手で
きる仕組みとします。

事業者コード K146 一般社団法人 滋賀グリーン購入ネットワーク 滋賀県

■URL：http://www.shigagpn.gr.jp/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 077-510-3585 ■G

事業名 『食』からはじめるグリーン購入推進事業
【寄附の使い途】次世代を担う子どもたちに新エコ提案！県内市町と連携して地域で「親
と子」を対象に出前講座を実施し、体験学習を通した環境への気付きや振り返りにより
グリーン購入の実践促進を図ります。特に食のグリーン購入に重点を置き、地産地消推
進に取り組みます。さらに携帯サイトにお店ガイドマップを作成、実践拡大に繋げます。

助成・トラスト活動等を
行う団体H

事業者コード K148 特定非営利活動法人 ウヨロ環境トラスト 北海道

■URL：http://www.shiraoi.org/trust/
■お問い合わせ先：事務局 辻昌秀　TEL 0144-83-2888 ■H

事業名 放置人工林等再生のための間伐推進と森林ボランティア育成事業
【寄附の使い途】北海道白老町のサケが遡上し自然産卵する清流ウヨロ川中流部のカラ
マツの里山人工林等において、長期間にわたり放置され荒廃した森林の再生を図るた
め、会員やボランティアによる間伐を進め、森林の機能増進を図る。また、実践力のあ
る森林ボランティアの育成拡大を目的に、都市住民も参加した間伐体験会を開催する。

事業者コード K149 特定非営利活動法人 カラカネイトトンボを守る会 北海道

■URL：http://www7b.biglobe.ne.jp/~karakane/
■お問い合わせ先：TEL 090-4879-4279 ■H

事業名 自然保護・生物多様性保全
【寄附の使い途】篠路福移湿原（20ha→5ha）の埋め立て阻止のための土地購入と
測量が緊急課題。15地権者と現在折衝中、A地権者とは、3筆（201坪、105万円）
の購入の内諾を得ています。21筆1,465坪（内2筆はナショナル・トラスト運動で
購入）、管理地4筆（993坪）です。残りの湿原の10％弱。※平成21年度末
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詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

〈寄附ポイント数の例〉 　500 点 ab 500   ／    50,000 点 ab 50000  
　　　　　　　　　　 1,000 点 ab 1000 ／ 300,000 点 ab 300000

商品コードについて  
希望するポイント数を申請書の商品コード欄に記入してください。

事業者コード K150 認定特定非営利活動法人 霧多布湿原ナショナルトラスト 北海道

■URL：http://www.kiritappu.or.jp
■お問い合わせ先：事務局　TEL 0153-62-4600 ■H

事業名 霧多布湿原におけるナショナルトラスト事業
【寄附の使い途】霧多布湿原の総面積は3,160haであり、そのうちの1,200haは民有
地で開発の危険性があります。特に海岸部から広がる湿原は国内最大級の花の湿原と
して重要な場所であり、ほとんどが民有地です。この民有地を買い取り保全するナショ
ナルトラスト活動に充て、花の湿原を未来の子どもたちへ残すことを目的とします。

事業者コード K151 特定非営利活動法人 トラストサルン釧路 北海道

■URL：http://homepage3.nifty.com/trustsarun/
■お問い合わせ先：TEL 0154-44-5022 ■H

事業名 釧路湿原を保全するためのナショナルトラスト活動
【寄附の使い途】釧路湿原のうち、法的な保護指定を受けていない湿原部分を、市民の
手による自然保護地として取得し保全する。また湿原周辺の丘陵地にも自然保護地を作
り、湿原を守る水源地として確保し、荒地では在来広葉樹による森林の再生を行なう。
これらの活動を通して釧路湿原の環境を保全、生物の多様性を維持し将来に引き継ぐ。

事業者コード K152 公益社団法人 茨城県　緑化推進機構 茨城県

■URL：http://www.ibaraki-green.or.jp/
■お問い合わせ先：TEL 029-303-2828 ■H

事業名 緑の募金による森林整備並びに緑化普及啓蒙事業
【寄附の使い途】緑化の普及啓蒙と森林整備の助成に充てる。特に児童生徒の安定した
情緒と感動力を引き出すための緑育運動を展開する。緑育運動は人間と森林との何万年
にも亘る共生の遺伝子の扉を小中学生の内に体験を通して甦えらせ、森林が心を培い、
森林が養った米で長寿の肉体を作ったという意識を持たせるため、森林体験を実施する。

事業者コード K154 公益社団法人 埼玉県緑化推進委員会 埼玉県

■URL：http://www.saitama-ryokusui.or.jp
■お問い合わせ先：TEL 048-824-5978 ■H

事業名 緑の募金緑化事業
【寄附の使い途】寄附を、樹木の植栽や森林整備に充て、森林の保全・緑化に貢献さ
せます。

事業者コード K156 公益社団法人 国土緑化推進機構 東京都

■URL：http://www.green.or.jp
■お問い合わせ先：TEL 03-3262-8457 ■H

事業名 緑の募金による森林整備・緑化支援
【寄附の使い途】地球温暖化防止の観点から、「国民参加の森林づくり」運動として、
全国的又は国際的に先駆的・モデル的効果の期待できる森林の整備・緑化の推進活
動を推進するため、緑のボランティア活動に対する助成を行う。このことにより、森林
保全活動の一層の拡大を図ります。

事業者コード K157 公益財団法人 都市緑化機構 東京都

■URL：http://www.urbangreen.or.jp
■お問い合わせ先：公益財団法人都市緑化機構 総務部　TEL 03-5216-7191 ■H

事業名 みんなの森づくり
【寄附の使い途】全国各地で地域の緑の保全や創出に取組む市民団体の活動を支援する
ことを通じて、生活の身近な場所に緑ゆたかな環境を創出するとともに、地球温暖化を
はじめとする様々な環境問題解決に向けた一助とし、あわせて地域の子ども達の緑や自
然環境に対する関心を高め、創出された緑ゆたかな環境を後世に引き継いでいきます。

事業者コード K158 公益社団法人 日本ナショナル・トラスト協会 東京都

■URL：http://www.ntrust.or.jp/
■お問い合わせ先：TEL 03-5979-8031 ■H

事業名 日本におけるナショナル・トラスト活動の推進
【寄附の使い途】日本の美しい風景を、子どもたちや将来の人々のために、永久に残し
ていくことを目的とした土地の購入費および維持費として使います。1万円あれば、富
士山の自然地、約6m2を買い取って守ることができます。こうした活動は、その土地に
くらす多くの野生の生き物を守ることや、地球の温暖化を抑えることにもつながります。

事業者コード K159 公益財団法人 かながわトラストみどり財団 神奈川県

■URL：http://www.ktm.or.jp
■お問い合わせ先：みどり企画課　TEL 045-412-2525 ■H

事業名 トラスト緑地保全支援事業
【寄附の使い途】かながわのナショナル・トラスト運動によって保全された緑地は、樹
木の伸長、立ち枯れの発生、外来植物の繁茂など、様々な問題を抱えています。寄
附金の活用により地域のボランティア団体と協働して、良好な緑地を維持するため、
計画的な管理活動を行います。

事業者コード K160 公益財団法人 鎌倉風致保存会 神奈川県

■URL：http://www.fsinet.or.jp/~fuhchi/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 0467-23-6621 ■H

事業名 緑地保存事業、普及啓発活動事業
【寄附の使い途】現在所有している3か所の緑地の維持・管理作業の費用とその普及
啓発活動及び、新たな緑地購入のための資金とします。そして、生物多様性を保持す
る健全な緑地の維持と都市部におけるできるかぎりの緑化をすすめます。

事業者コード K161 独立行政法人 環境再生保全機構 神奈川県

■URL：http://www.erca.go.jp/
■お問い合わせ先：地球環境基金部 基金管理課　TEL 044-520-9606 ■H

事業名 環境NGO、NPOの活動を支援する地球環境基金事業
【寄附の使い途】地球環境基金に積み立て、その運用益を、国内外で環境保全に取り
組む民間団体（環境NGO・NPO）を強化するための、環境NGO・NPOの活動に
対する助成及び調査研究、研修、情報提供を行うための財源とします。

事業者コード K162 公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 新潟県

■URL：http://www.midori100.com
■お問い合わせ先：TEL 025-290-8055 ■H

事業名 災害復興緑の支援事業
【寄附の使い途】平成19年から緑の募金の使途を限定し、新潟県の中越地域で発生した平
成16年の中越、19年中越沖の2度の地震の被災地に、豊かな緑と潤いを取り戻すために、
地域住民とボランティア団体等が実施する緑化活動を支援しています。震災復興はまだまだ
続きます。緑の復興支援により被災した地域の復興と活性化に寄与することを期待します。

事業者コード K164 特定非営利活動法人 愛岐トンネル群保存再生委員会 愛知県

■URL：http://www.geocities.co.jp/ag_tunnel/index.htm
■お問い合わせ先：ポトス春日井版編集室内 事務局　TEL 090-4860-4664 ■H

事業名 旧国鉄中央線の廃線とトンネル群からなる産業遺産保存と自然再生活動
【寄附の使い途】平成19年まで放棄された13基の明治のレンガ製隧道群は経産省「近
代化産業遺産続33」認定など日本最大規模の鉄道遺産として再評価。8キロの廃線の
直径30ｃｍを超す樹木や数百本のモミジが繁茂し豊かに復活した自然と遺産群が共生
する全国でも珍しい場所に育ち、ナショナルトラスト運動で保存再生を行います。

事業者コード K165 公益社団法人 愛知県緑化推進委員会 愛知県

■URL：http://www010.upp.so-net.ne.jp/ai-ryoku/
■お問い合わせ先：TEL 052-963-8045 ■H

事業名 緑の募金による緑化の推進
【寄附の使い途】「多様な緑に育まれる豊かなあいち」を目指した緑化の推進を図るた
め、一般県民を対象に緑化木を配布する。また、次代を担う児童・生徒が、緑を愛す
る心を持つ健全な青少年に育つことを目指して、「みどりの少年団活動」に助成する。
これらにより、緑化活動の普及啓発と更なる緑化推進を図ります。

事業者コード K168 公益社団法人 兵庫県緑化推進協会 兵庫県

■URL：http://www.hyogo-green.net/
■お問い合わせ先：事務局　TEL 078-341-4070 ■H

事業名 緑の募金による森林整備・緑化支援
【寄附の使い途】兵庫県内での森と緑とのふれあいを推進するため、森林保全活動、
森林学習体験活動及びふるさとの巨樹保存事業等の活動を行うボランティア団体等
に助成する。このことにより、緑豊かで住みよい県土づくりに寄与していく。

事業者コード K170 公益社団法人 高知県森と緑の会 高知県

■URL：http://www.moritomidori.com
■お問い合わせ先：事務局　TEL 088-855-3905 ■H

事業名 緑の募金による森林整備・緑化支援
【寄附の使い途】地球温暖化防止の観点から、高知県において県民が行う森林や緑化
環境の整備に係る活動を助成することでその活動を推進し、このことにより、森林保
全活動の一層の拡大を図ります。

事業者コード K171 公益社団法人 生態系トラスト協会 高知県

■URL：http://wwwd.pikara.ne.jp/ecotrust/
■お問い合わせ先：TEL 088-841-5400 ■H

事業名 四万十ヤイロチョウの森トラスト
【寄附の使い途】新たなトラストの森の取得や、取得した森の生態系調査、保護パト
ロール、環境教育、観察路の整備、間伐などの維持管理にあて、絶滅危惧種であるヤ
イロチョウと人が共生する地域を広げていきたいと考えています。
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▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。

助成・トラスト活動等を行う団体
カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト

■A 地球温暖化防止    ■B リサイクル・廃棄物対策    ■C 自然保護・生物多様性保全    ■D 森林の保全・緑化    ■E 大気・水・土壌環境の保全、化学物質対策
■F 環境教育・人材育成    ■G グリーン購入    ■H 助成・トラスト活動等を行う団体    ■J カーボン・オフセットなどの事業・プロジェクト

各団体の活動内容
（環境保全分野）

※情報は平成27年5月25日時点のものです。

事業者コード K246 マイクライメイトジャパン株式会社 東京都

■URL：http://myclimatejapan.com/
■お問い合わせ先：TEL 03-6228-3616 ■J

事業名 北海道4町連携による間伐促進型森林づくり事業
【寄附の使い途】100ポイントにつき、約4㎏のCO2 削減に貢献いただけます。北海道足寄町・下川町・
滝上町・美幌町の4町において、オフセット・クレジット制度に基づき、各町における町有林の間伐を実施
しています（間伐面積887ha二酸化炭素吸収量9,535t-CO2）。寄附いただきましたポイントは地域の自
然を守り健全な森林を育成する事業および採算性の厳しい地域林業の雇用維持等に活用いたします。

事業者コード K180 株式会社ライジングコーポレーション 大阪府

■URL：http://www.group-rising.co.jp
■お問い合わせ先：事業推進室　TEL 03-6911-3671 ■J

事業名 カーボン・オフセット推進プロジェクト
【寄附の使い途】東京都を中心に太陽光発電システム等の普及推進活動を実施してお
りますが、更に円滑に活動していくために活用させていただきたいと考えております。
グリーンエネルギー認証センターの認証を受けた一般住宅の太陽光発電システムによ
るグリーン電力証書を発行いたします。15ポイント/kWh（1,000kWh 〜発行）

事業者コード K248 一般財団法人 大阪府みどり公社 大阪府

■URL：http://osaka-midori.jp/
■お問い合わせ先：TEL 06-6266-1271 ■J

事業名 大阪版カーボン・オフセット制度推進事業
【寄附の使い途】大阪府と連携し、大阪府及び近隣府県の中小事業者のオフセット・クレジット（J-VER）の創
出支援を行い、現在22案件のプロジェクトを推進している。今後とも年間5件、1000トン/年以上の新規プ
ロジェクトが見込まれ、平成25年3月末までに1万3千トンのJ-VERが創出される予定。これらの中小事業
者のクレジット売却を支援するため、環境寄附をクレジット購入・無効化及び申請手続き費用等に充当する。

カーボン・オフセットを発行する活動・プロジェクトに対する環境
寄附に関し、ある程度まとまったポイント数を寄附した場合には、
カーボン・オフセット証書の発行を受けられることがあります。

証書の発行を希望される場合には各団体にお問い合わせください。

●一度寄附されたポイントは返却することができません。
●環境寄附はカーボン・オフセットの一部を除き匿名で行われます。
●集められた寄附は1ポイント＝1円で換算されます。
●P78の「環境寄附の申込方法」を必ずご確認ください。

ご注意ください

事業者コード K172 公益財団法人 さが緑の基金 佐賀県

■URL：http://www.sagamidorinokikin.com/
■お問い合わせ先：TEL 0952-25-7136 ■H

事業名 緑の募金による森林整備・緑化支援
【寄附の使い途】地球温暖化防止の観点から、「国民参加の森林づくり」運動として、森
林の整備・緑化の活動を推進するため、地域の拠点となる公園等の憩いの場の緑づくり、
住民の身近な里山や鎮守の森の整備、有明海岸堤防沿いの防風林づくり、クリーク等河
川沿いの緑化などの活動に対する助成を行い、森林整備・緑化支援の拡大を図ります。

カーボン・オフセットなどの
事業・プロジェクトJ

事業者コード K243       北海道森林バイオマス吸収量活用推進協議会 北海道

■URL：http://hokkaido-tree.main.jp/4rest/
■お問い合わせ先：事務局 下川町役場環境未来都市推進課　TEL 01655-4-2511 ■J

事業名 北海道4町連携による間伐促進型森林づくり事業
【寄附の使い途】北海道の足寄町・下川町・滝上町・美幌町の 4 町において、J-VER
制度に基づき、各町における町有林の間伐を実施し、適正な森林整備を進める。
※ H20/4 〜 H22/12まで　間伐面積 735ha CO2 吸収量 9,535t-CO2　
※ H24 年度（H24/4 〜 25/3まで）　間伐面積 270ha　CO2 吸収量 3,500ｔ-CO2

事業者コード K244       紋別市役所 北海道

■URL：http://mombetsu.jp/
■お問い合わせ先：紋別市役所産業部農政林務課森林認証担当　TEL 0158-24-2111 ■J

事業名 紋別市有林間伐促進型森づくり事業
【寄附の使い途】紋別市は森林認証（ＳＧＥＣ）を取得し、持続可能な森林管理を行っていますが、間伐のローテー
ションが十分とはいえない状況にあります。そこで、地球温暖化防止対策と造林事業（間伐・植栽）の円滑な実
施のため、紋別市有林でＪ－ＶＥＲを取得しました。環境寄附として頂いた資金は造林事業（間伐・植栽）に活用
させていただきます。また市有林では、年間に約100haを間伐し、約500ｔ-CO2 が吸収量となります。

事業者コード K245       特定非営利活動法人 循環型社会創造ネットワーク 青森県

■URL：http://www.npo-cross.jp/
■お問い合わせ先：CROSS（クロス）　TEL 0178-41-2400 ■J

事業名 青森県ふるさと電力証書 （ソーラー）
【寄附の使い途】青森県は太陽光発電の普及が遅れている地域ですが、太平洋側は晴れの日も多く、青森県全体の
年間日射量は全国と比べ遜色ありません。県内の56世帯の太陽光発電で作られた環境価値を証書化し、売上の一
部を各世帯に還元しています。そのことで、太陽光発電を導入する経済的な負担を軽減し、証書の活用で普及啓発
に繋がります。この事業全体のCO2 削減量は年間35,470ｋｇと見込まれますが、寄附はその一部に充当されます。

事業者コード K173 株式会社レノバ 東京都

■URL：http://www.renovainc.jp
■お問い合わせ先：環境イノベーション事業部　TEL 03-3516-6233 ■J

事業名 震災がれき再資源化によるCO2 削減クレジット
【寄附の使い途】【環境省認証プロジェクト（J-VER）を支援】『環境省に認証されたCO2 削
減プロジェクトを支援』◆概要◆ 東日本大震災で発生した震災がれきを、大船渡市に立
地するセメント工場にて石炭の代わりにセメントの原燃料として活用し、復興支援だけで
なく、石炭由来のGHG排出をも削減する。2013年3月までに55万トンのCO2を削減。



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

インターネット上の手続きが必要となる商品については、各事業者から通知が送付されます。通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。電92

事業者コード H120 萩市共通商品券 [山口県]
■事業者：萩市共通商品券協同組合　■問い合わせ先：萩市共通商品券協同組合 ( 萩商工会議所内 )

■ TEL：0838-25-3333　■ URL：http://www.haginet.ne.jp/users/hagi-cci/syouhinken

99,000円分 商品
コード 99000 100,000 点

9,000円分 商品
コード 9000 10,000 点

1,000円分 商品
コード 1000 2,000 点

萩市共通商品券協同組合加盟店（萩市内約240店舗）でご利用できます。

都 道 府 県 型 地 域 産 品

事業者コード L063 省エネ住宅ポイント山形特選便 [山形県]
■事業者：山形県酒類卸株式会社　■問い合わせ先：山形県酒類卸株式会社営業部

■ TEL：0237-84-2525　■ URL：http://www.yamagata-sake.com/syouene/　

酒処やまがた　大吟醸詰合せ（亀の井、初孫、
東光、出羽桜、あら玉、上喜元、各720mL×１本）

商品
コード 142001 27,000 点

米沢牛　サーロインステーキ
180ｇ×3枚

商品
コード 901015 14,000 点

山形県　朝日町ワイン赤・白・マスカット
ブラッシュ　720mＬ×各2本セット

商品
コード 076001 8,500 点

製造、加工が山形である事。普段の取引で実績がある（発送業務等）事。山形県民に広く知られている商品。
商品の生産、加工について期間内に欠品等をおこさずに対応できる事。

事業者コード L062 富山の特産品、産地直送のご当地グルメのお取り寄せ [富山県]
■事業者：北電産業株式会社　■問い合わせ先：北電産業株式会社　ネットショップ百選横丁

■ TEL：076-432-7445　■ URL：http://www.hyakuyoko.com/　

富山県産コシヒカリ玄米
30kg

商品
コード 17136D073 14,100 点

新湊漁港の味 (黒作り、塩辛、
しょうゆ漬け) 各150g×1

商品
コード 17336A007 4,600 点

IH対応土鍋「プロヴァンス」ピンク
8号　約1,700g　2.2L

商品
コード 17000K059P 23,000 点

北陸の隠れた銘品・特産品・逸品などを全国に発信するとともに、全国のご当地グルメもご紹介しており
ます。また、IH鍋・調理用具・防災備蓄品・美容健康商品等の生活用品も取り揃え、総合生活サイトとして
生活に密着した商品の充実も図っております。

地域型・中小企業型
商品券等

者111ド

事業者コード H117 あさひ商品券 [富山県]
■事業者：朝日町商工会　■問い合わせ先：朝日町商工会

■ TEL：0765-83-2280　■ URL：http://www.shokoren-toyama.or.jp/~asahi/

1,000円券×100枚
（総額10万円分）

商品
コード A-100 100,000 点 d

1,000円券×10枚
（総額1万円分）

商品
コード A-10 10,000 点 d

1,000円券×1枚
（総額1千円分）

商品
コード A-1 1,000 点 d

朝日町商工会が発行する朝日町共通商品券は額面1,000円の商品券です。朝日町のお店、ショッピング
センター等約170店舗でご利用頂けます。交換ポイントに応じ30万円から千円までの10種類を用意し
ております。＜窓口手渡し＞の商品です。

事業者コード H118 郡上市共通商品券 [岐阜県]
■事業者：郡上市共通商品券発行事務組合　■問い合わせ先：郡上市商工会

■ TEL：0575-66-2311　■ URL：http://www.gujo.ne.jp/shoko

500円券×200枚
（総額100,000円分）

商品
コード G1000 100,000 点 d

500円券×20枚
（総額10,000円分）

商品
コード G100 10,000 点 d

500円券×2枚
（総額1,000円分）

商品
コード G10 1,000 点 d

岐阜県郡上市内の約520の取扱い加盟店で利用が可能。有効期限は発行月を含めて6ヶ月以内で額面
（1枚500円）以上のお買い物にご利用いただけます。現金とはお引換はいたしません。

事業者コード H119 田原市商工会地域商品券 [愛知県]
■事業者：田原市商工会　■問い合わせ先：田原市商工会

■ TEL：0531-22-6666　■ URL：http://www.tahara.or.jp

10,000円分 商品
コード ts-10000 10,500 点

5,000円分 商品
コード ts-5000 5,500 点

3,000円分 商品
コード ts-3000 3,500 点

田原市商工会地域内の登録加盟店256店舗において、無期限で利用できる商品券（額面は1,000円）です。
尚、本券は現金との引換や釣銭のお返しはいたしませんので、額面以上のご利用をお願いいたします。

交換商品提供事業者等
（平成27年6月19日追加分）

〈北陸・甲信越〉

〈中国〉

〈東海〉

〈東海〉

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて

いる商品があります。ご注意ください。
●商品券等には、有効期限のあるものがございます。詳細は

各事業者へお問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 交換商品提供事業者等

※掲載商品は平成27年6月19日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。各事業者からの通知を受領した上で、各事業者窓口にてお受け取りいただけます。窓 93

寄

全 国 型 地 域 産 品

事業者コード J071 よかろーもん市場
■事業者：株式会社エイム　■問い合わせ先：株式会社エイム

■ TEL：092-481-7464　■ URL：http://www.jp-aim.com/

旬の贅沢搾り無塩蕃茄1L　3本セット
（トマトジュース　果汁100％）

商品
コード HSTM1000 8,500 点

スギモト 松阪牛 焼肉　モモ、バラ肉
計約400g・焼肉のたれ約200g

商品
コード 298Y3 11,000 点

博多織　紅梅白梅テーブルセンター
W70×H40cm

商品
コード CE-15001 18,000 点

国産・産地にこだわり全国47都道府県から厳選したグルメ商品や伝統工芸・名産品などを幅広く商品提
供させていただきます。

事業者コード J072 函館ダイニング雅家
■事業者：函館北栄株式会社　■問い合わせ先：函館北栄株式会社

■ TEL：0138-24-0001　■ URL：http://www.hakodatehokuei.com

【北海道】ハム・ウィンナーセット　
（ポークソーセージ、他） 計1,740g

商品
コード 875-601 10,000 点

【新潟県】魚沼産こしひかり　
5kg×2セット

商品
コード 875-651 10,000 点

【三重県】松阪牛ステーキ　
ロースステーキ480ｇ （約160ｇ×3枚）

商品
コード 875-656 20,000 点

弊社は北海道のこだわり商品はもとより、全国各地のご当地ならではの逸品商品を幅広く供給させてい
ただきます。

事業者コード J073 売10（うれてん）ショッピングサイト
■事業者：株式会社フェイス　■問い合わせ先：売10（うれてん）サポートセンター

■ TEL：03-6833-9583　■ URL：http://shop.ureten.jp/store/eco/zenkoku.html

【兵庫県】但馬牛すきやき　（肩・バラ）
計250g

商品
コード 10-651 5,000 点

【新潟県】お米の横綱　魚沼産こしひかり
5ｋｇ×2

商品
コード 10-639 10,000 点

【山形県】米沢牛しゃぶしゃぶ
（ロース・肩ロース） 計600ｇ

商品
コード 10-618 20,000 点

売10(うれてん)ショッピングサイトは、安心と安全で美味しい日本全国各地の特産品をお取り寄せし、
皆さまの食卓へお届けいたします。商品の詳細は、当店WEBサイトにてご覧いただけます。

事業者コード L060 屋代駅ウェルカムステーション [長野県]
■事業者：千曲商工会議所　■問い合わせ先：千曲商工会議所

■ TEL：026-272-3223　■ URL：http://chikumacci.jp/

杏都コンポート 160g （杏
の実の固形物重量は80g）

商品
コード YS-01 1,900 点

杏都あんずコンフィチュール 
180g

商品
コード YS-02 2,000 点

杏もなか　5個入り （1個30g。若干
の誤差が生じる場合がございます。）

商品
コード YS-20 2,300 点

（1）長野県千曲市が生産地・製造地であること（調味料等は除く）。（2）商品の品質・安全確保、表示の適
正に関しては、生産者と屋代駅ウェルカムステーションにおいて厳重に行う。（3）生もの等は避け、日持
ちのする商品に限定する。

事業者コード L061 徳島県産品ポイント交換サービス [徳島県]
■事業者：徳島県酒類卸協同組合　■問い合わせ先：徳島県酒類卸協同組合

■ TEL：088-669-2233　■ URL：http://awabijin.net/

【徳島県産】阿波牛ロース
スライス 1kg

商品
コード T271 20,000 点

【徳島県産】津乃峰ギフト 純米吟醸 
1.8L×1本・純米 1.8L×1本

商品
コード T331 10,000 点

【徳島県産】阿波藍染のれん
巾85ｃｍ×丈150ｃｍ

商品
コード T101 40,000 点

(1)生産地・製造地：徳島県内で製造された商品または県内原材料を使用して県内事業者が企画立案し
監修のもとに県外で製造された商品を選定します。(2)商品表示の適正確保：国内法に適合しているか
チェックします。

事業者コード L059 高知で作られた良質な商品 [高知県]
■事業者：高知県木製品工業連合協同組合　■問い合わせ先：高知県木製品工業連合協同組合

■ TEL：088-883-6721　■ URL：http://k-kenmoku.com

【高知県産】四万十ひのき　スタンドまな板セット
（まな板×1、卓上まな板×1、洗濯板×1）

商品
コード kmr07-01 13,000 点

竹集成材製　お弁当箱 (長16cm×幅8cm
×高8.4cm、内容量420mL）　2個セット

商品
コード kmr27-01 25,000 点

【高知県産】ひのき枕（約長50cm×幅35cm×高
約8cm)+補充用ひのきチップセットアイボリー

商品
コード kmr28-03 10,000 点

主に高知県産木材を原料にして高知県内で加工・製造された日用品・家具・おもちゃ・工芸品・ガーデニン
グ等の木製品などを選定しました。

事業者コード L058 木の専門家がお勧めする家具・生活用品 [福岡県]
■事業者：株式会社ウエキ産業　■問い合わせ先：ウエキ産業カスタマーセンター

■ TEL：0944-88-3388　■ URL：http://uekisangyo.com/

国産桧ちゃぶ台　クリア　
天板90ｃｍ丸×高さ35ｃｍ

商品
コード US-001 70,000 点

国産杉ちゃぶ台　ブラウン
天板90ｃｍ丸×高さ35ｃｍ

商品
コード US-004 60,000 点

システムベッド&デスク：Eシステム　アリエスAタイプ
長さ2,030mm×幅1,050mm×高さ1,220mm

商品
コード UE-066 200,000 点

福岡県大川市を中心とした地域で製造されている家具・生活用品を「木の専門家」である当社が目利き
をしてセレクトしました。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し

マークの説明



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

インターネット上の手続きが必要となる商品については、各事業者から通知が送付されます。通知の案内に沿って、ウェブ利用商品券等をお受け取りください。電94

事業者コード M116 省エネオリジナル家具　sonne;green
■事業者：近藤産業株式会社　■問い合わせ先：近藤産業　省エネ住宅ポイント受付

■ TEL：0120-811-459　■ URL：http://www.sonnegreen.jp/

【岩手県産】栗160ダイニングテーブル/
鉄脚 (W1,600×約D800×約H713)mm

商品
コード MK-4 145,000 点

【福島県産】桧材使用 三角スツール
(W370×D345×H400)mm

商品
コード MK-99 20,000 点

【岩手県産】栗材使用 テレビボード
150TK (W1,500×D410×H410)mm

商品
コード MK-63 110,000 点

弊社はこれまでも様々な国産材を使用した家具を製造・販売してきました。その中でも産地証明書と出
荷証明書において証明された、被災地産である木材（クリ・ケヤキ・ヒノキ・ヤマザクラ）を使用した家具
の取り扱いが可能です。

被 災 地 商 品 券 等

事業者コード P043 陸前高田地域共通商品券 [岩手県]
■事業者：陸前高田商工会　■問い合わせ先：陸前高田商工会

■ TEL：0192-55-3300　■ URL：http://www.shokokai.com/takata/

1,000円×300枚 
（総額300,000円分）

商品
コード 300000 300,000 点 d

1,000円×100枚 
（総額100,000円分）

商品
コード 100000 100,000 点 d

1,000円×50枚 
（総額50,000円分）

商品
コード 50000 50,000 点 d

岩手県陸前高田市内約150店舗でご利用いただける商品券です。食料品の購入や飲食店での利用、家
具・内装・建設関連、ガソリンや灯油など、あらゆる業種の店舗でご利用いただけます。ご不明な点はお
電話でお問い合わせください。

事業者コード J074 クロネコヤマトのおすすめ特産品
■事業者：ヤマトホームコンビニエンス株式会社　■問い合わせ先：ヤマトホームコンビニエンス株式会社

■ TEL：0570-00-9625　■ URL：http://yhc-ecopoint.jp/　

やまや辛子明太子切子 700g （350g×2） 商品
コード YHCSJEP040 5,400 点

かさね柿オリジナル詰合せセット 100g　
クリーミーチーズサンド他2種5個　計約500g

商品
コード YHCSJEP020 5,500 点

特大ふかひれ姿煮 (紅焼大排翅 250g×2枚)
約500g、 特製大皿 桐箱入り

商品
コード YHCSJEP004 32,400 点

全国ネットワークを生かし、地元に精通したセールスドライバーが見つけてきた逸品などを、通販カタロ
グ等で販売展開しております。各県の商品の受発注から集荷・配送にいたるまで一貫したサービスを提
供しております。

被 災 地 産 品

事業者コード M113 函館ダイニング雅家
■事業者：函館北栄株式会社　■問い合わせ先：函館北栄株式会社

■ TEL：0138-24-0001　■ URL：http://www.hakodatehokuei.com

【茨城県産】かねふく かねふくの無着
色辛子明太子 450ｇ×3

商品
コード 1103-050 15,000 点

【宮城県】仙台黒毛和牛ヒレステーキ
100g×4

商品
コード 1103-040 20,000 点

【福島県産】 喜多方担々麺「ほまれ食堂」26食
(麺80ｇ×26・スープ・味噌だれ・ねぎ・わかめ付)

商品
コード 1103-031 10,000 点

東北地方に工場がある、雑貨商材や食品を中心に幅広くご提供していきます。

事業者コード M114 ハッピープラスエコショップぱるえむ
■事業者：株式会社ぱるえむ　■問い合わせ先：ぱるえむ

■ TEL：025-543-5358　■ URL：http://www12.plala.or.jp/paruemu/

新潟県上越産　契約農家こしひかり
5kg×2袋

商品
コード PA1 10,000 点

新潟県上越産　特選一夜干しするめ
（特大スルメイカ 全長約45〜50cm×5枚）

商品
コード PA7 5,000 点

新潟県上越市　野沢菜漬　
（400g×3パック）

商品
コード PA4 3,000 点

当社は被災地区域である新潟県上越市にあり、新潟県の中でも自然に恵まれた上越のおいしい逸品を
中心に交換商品を選定致しました。また商品の安心安全確保として地元農林水産品販売業者・特約農家
と契約し提供致します。

事業者コード M115 売10（うれてん）ショッピングサイト
■事業者：株式会社フェイス　■問い合わせ先：売10（うれてん）サポートセンター

■ TEL：03-6833-9583　■ URL：http://shop.ureten.jp/store/eco/hisaichi.html

【茨城県】かねふく かねふくの無着色
辛子明太子 360g

商品
コード 10-062 4,000 点

【宮城県】牛たんシチュー 250g×13 商品
コード 10-058 8,000 点

【岩手県】前沢牛　ステーキ 160g×3
＆焼肉モモ 500ｇ

商品
コード 10-048 35,000 点

当社はインターネット通販事業（売10ショッピングサイト）を通じて、被災地を含め、多くの商品調達ネッ
トワークを築いてきました。そのネットワークを活かし、被災地のメーカーより高品質の商品を選定・調
達いたします。

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更はできません。
●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて

いる商品があります。ご注意ください。
●商品券等には、有効期限のあるものがございます。詳細は

各事業者へお問い合わせください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]



掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。
＊ 申請にあたっては、事業者コード・商品コードを必ずご記入ください。

▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp
各事業者・商品に関する詳細については、各事業者の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。 交換商品提供事業者等

※掲載商品は平成27年6月19日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。各事業者からの通知を受領した上で、各事業者窓口にてお受け取りいただけます。窓 95

寄

事業者コード F063 売10（うれてん）ショッピングサイト	 g 0.2

■事業者：株式会社フェイス　■問い合わせ先：売10（うれてん）サポートセンター

■ TEL：03-6833-9583　■ URL：http://shop.ureten.jp/store/eco/eco.html

【ミムゴ】ClassicMimugo700C6段変速
自転車クラシックレッド 約16.4kg 27インチ

商品
コード 10-347 30,000 点

【アイリスオーヤマ】LEDシーリングライト〜8畳用
調光　枠色 ： ＤＢ　3,800Lm　4万時間

商品
コード 10-328 25,000 点

【西川リビング】西川リビング　洗えるひん
やり枕　無地　ブルー （約500×350mm）

商品
コード 10-330 5,000 点

「水道・ガス・電気の使用量削減」、「自然エネルギーを活用」、「再生原料を使用した商品」、「天然資源を
大量に使用しない」を基準に商品選定を行なっています。

エ コ 商 品

事業者コード F059 古材家具・無垢家具専門店　秋山木工株式会社	 g 1

■事業者：秋山木工株式会社　■問い合わせ先：省エネ住宅ポイント窓口

■ TEL：054-641-1696　■ URL：http://www.akiyamamokkou.com

古材ダイニングテーブル180　古材色
幅約180×奥行約90×高さ約70(cm)

商品
コード KDT-001 178,500 点

古材スツール　古材色　
幅約38×奥行約30×高さ約42(cm)

商品
コード KST-001 19,500 点

ロッキングチェア　オーク色　
幅66×奥行86×高さ108(cm)

商品
コード FNK-018 91,200 点

解体する家の梁や柱を使った古材家具、天然素材の家具、修理ができ長く使える家具、F☆☆☆☆ランク
以上の塗料・接着剤を使用して使う人の健康に配慮した家具を選定しています。

事業者コード F060 えひめの森林物語	 g 0.1

■事業者：愛媛県森林組合連合会　■問い合わせ先：愛媛県森林組合連合会

■ TEL：089-941-0165　■ URL：http://ameblo.jp/ehime-mori/

【愛媛産】太薪　約20kg／箱×8箱 （クヌギ・
ナラ、含水率18％以下、大中小ミックス）

商品
コード 790-1-01 20,000 点

無塗装で安心！ 組んだり外したりして遊ぶ木製
立体パズル「音のする汽車」 135×59×77mm

商品
コード 790-3-01 5,000 点

カーボンオフセット商品 「【組立キット】ひのきの
面展示本棚 （幅80cm）」 800×350×785mm

商品
コード 790-4-06 37,800 点

愛媛県内に事業所を構える木材加工事業者の手掛ける木製品のうち、カーボン・オフセット付商品や、健
康な森林を育てるためには欠かせない間伐材を使用している商品を厳選しました。地球に優しく、ぬく
もりを感じる木の良さをぜひご堪能ください。

事業者コード F061 省エネオリジナル家具　sonne;green	 g 0.1

■事業者：近藤産業株式会社　■問い合わせ先：近藤産業　省エネ住宅ポイント受付

■ TEL：0120-811-459　■ URL：http://www.sonnegreen.jp/

無垢材ウォールナット160ダイニングテーブル/
鉄脚 (W1,600×約D800×約H713)mm

商品
コード FK-4 168,000 点

ナラ無垢材使用 スノコベッド/シングル 
(W988×L2,090×H770)mm

商品
コード FK-29 85,000 点

ビーチ無垢材使用 座椅子 (W280×
D280×H240)mm

商品
コード FK-50 10,000 点

山林の間伐材を使用した木製家具や、製造過程において発生する端材を再利用して制作した家具を取
り扱っています。

事業者コード F062 省エネ家電のトータルライフタカノ	 g 0.2

■事業者：有限会社　トータルライフタカノ　■問い合わせ先：有限会社　トータルライフタカノ

■ TEL：025-388-5521　■ URL：http://www.tl-takano.com/

パナソニック　ドラム式洗濯乾燥機　洗濯10kg乾燥6kg
まで 温水洗浄搭載　脱水終了まで約30分　色 : 白

商品
コード NA-VX8500L 298,000 点

パナソニック 49型　フルハイビジョン液晶テレビ
高音質スピーカー　フレーム色 : シルバー

商品
コード TH-49CS650 200,000 点

パナソニック　創風機　
球体型サーキュレーター　色 : ゴールド

商品
コード F-BL25Z 50,000 点

当店は、最新の省エネ技術を搭載し再生資源を利用しつつも尚且つ高次元での省エネと使いやすさを両
立した、使われる方が楽しく無理をする事なく自動的に節電、環境貢献出来る製品を選定しております。

事業者による環境保全に関する取組

エコ商品を提供するのは、ISO14001やエコアクション21などの環境
マネジメントシステムに関する何らかの第三者認証を取得している事
業者、または、環境保全効果が高い鉄道・バス・船舶の利用に係る乗車
券等を提供する事業者です。それ以外の事業者は、本制度を通じて交
換されたエコ商品の必要ポイント数の合計（1ポイント=1円換算）の
0.1%以上を環境保全活動を行う団体等に対し寄附をしています。

認 第三者認証取得事業者　交 公共交通事業者　寄 環境寄附する事業者
（数字は寄附率［％］）

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し



▶▶▶http://shoenejutaku-points. jp 交換商品提供事業者等
掲載商品は一例です。詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。

※掲載商品は平成27年6月19日時点のものです。欠品・在庫切れの場合がございます。各事業者からの通知を受領した上で、各事業者窓口にてお受け取りいただけます。窓96

一 般 型 商 品 券 等

事業者コード T075 日専連ギフトカード [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社　日専連パートナーズ　■問い合わせ先：日専連パートナーズ　業務課

■ TEL：019-653-2000　■ URL：http://www.nissenren-morioka.or.jp

1,000円券×300枚 
（総額300,000万円分）

商品
コード NSP30 300,000 点

1,000円券×100枚 
（総額100,000万円分）

商品
コード NSP10 100,500 点

1,000円券×10枚 
（総額10,000円分）

商品
コード NSP01 10,500 点

全国の日専連ギフトカード取り扱い加盟店、約10万店でご利用いただけます。

事業者コード T076 ＪＣＢギフトカードセット（ギフト＋プレモセット） [全国]	 g 0.1

■事業者：株式会社ジェーシービー　■問い合わせ先：JCB省エネ住宅ポイントデスク

■ TEL：0570-026-108　■ URL：http://www.jcb.co.jp/life/gift_card/shoenejutaku_point.html

ギフト＋プレモセット
【JCBギフトカ－ド（99,000円分）＋JCBプレモカ－ド（500円分）】

商品
コード j-100000 100,000 点

ギフト＋プレモセット
【JCBギフトカ－ド（49,000円分）＋JCBプレモカ－ド（500円分）】

商品
コード j-50000 50,000 点

ギフト＋プレモセット
【JCBギフトカ－ド（29,000円分）＋JCBプレモカ－ド（500円分）】

商品
コード j-30000 30,000 点

JCBギフトカードは、日本全国100万店以上のJCBギフトカード取扱店で利用できる便利な商品券です。
JCBプレモカードは、百貨店、家電量販店など全国のJCBプレモ加盟店で利用できるチャージ式のプリペイ
ドカードです。

事業者による環境保全に関する取組

エコ商品を提供するのは、ISO14001やエコアクション21などの環境
マネジメントシステムに関する何らかの第三者認証を取得している事
業者、または、環境保全効果が高い鉄道・バス・船舶の利用に係る乗車
券等を提供する事業者です。それ以外の事業者は、本制度を通じて交
換されたエコ商品の必要ポイント数の合計（1ポイント=1円換算）の
0.1%以上を環境保全活動を行う団体等に対し寄附をしています。

認 第三者認証取得事業者　交 公共交通事業者　寄 環境寄附する事業者
（数字は寄附率［％］）

●一度お申し込みいただきました商品の取り消し、変更は
できません。

●利用可能地域や受け渡し方法、期間・数量が限定されて
いる商品があります。ご注意ください。

ご注意ください  [詳細はP4〜5]

マークの説明
寄 事業者による環境寄附（数字は寄附率［％］）
期 期間限定 数 数量限定 窓 窓口手渡し



※番号のかけ間違いのないよう十分にご注意ください。

http://shoenejutaku-points.jp

掲載されている商品は一例です。
詳しくは、省エネ住宅ポイントホームページをご覧ください。

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

平成27年6月  第2版

省エネ住宅ポイントに関するお問い合わせ

03-4334-9381一部IP電話等からのご利用（有料）

 0570-053-666ナビダイヤル（有料）
省エネ住宅ポイント事務局 9:00～17:00 （土・日・祝日・年末年始含む）
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