
住宅版エコポイント事業応募事業者向け

【家電エコポイント事業・提供事業者用)

商品リスト／カタログ掲載情報

～記入に関するご案内～

国土交通省・経済産業省・環境省

平成22年1月28日

※ご応募の前に必ずお読みください



商品リストの記入について

１．商品リストでご応募された商品の情報を基に、「第三者委員会」 ※①にて交換商品提供事業者及び提供商品について審査を行います。
追加を予定するすべての交換商品の情報をもれなく、記載してください。

２．交換商品は原則として、四半期以上は提供できるものにしてください。特にカタログに掲載する3商品（様式F-3）については、更新時期が
未定のため、事業終了まで提供できることを原則として商品をお選びください。

３．交換商品提供事業者に採択された場合、応募書類に記載された内容が、データベースに登録されます。各交換商品提供事業者にデータ
ベースにアクセスして登録情報のメンテナンスを行っていただく予定です。
登録情報に誤りがあると正しく注文が受け付けられません。記入の段階でお間違えの無いよう正確に記入してください。

４．住宅版エコポイント事業において一度に申請できる商品数は、６つ程度を予定しております。特に商品券等は申請者がポイントに合わせて
様々な金額の商品券等を申請できるように、金額のバリエーションを考慮した上で交換商品の商品リストを作成してください。

５．今回の住宅版エコポイント事業の交換商品等の募集・選定後、３月上旬を目途に商品交換の開始を予定しております。その場合、スケジュー
ルが非常にタイトとなりますので、修正がないようカタログ情報・商品情報の再確認をお願いします。

６．追加商品の商品コードは、登録完了済の交換商品の商品コードと重複しないよう確認の上、ご記入ください。また、登録完了済の交換商品を
記入する場合は、商品コード等の項目は、全て同じ内容を記入してください。

７．期間限定の交換商品については、「申込み受付終了日」（交換商品の発送が対応可能日）を必ず設定してください。

８．商品リスト／カタログ掲載情報を作成する上で、下記特殊文字※②は使用しないようにお願いします。

※②

※①第三者委員会とは住宅版エコポイント事務局が設置する本事業の趣旨に鑑み評価を行う場になります。

・応募書を提出いただければ、家電エコポイント事業で登録完了済みの商品が全て住宅版エコポイント事業の交換商品となりますので、
住宅版エコポイント事業の交換商品として、追加する商品がある場合のみ、ご記入ください。

・ただし、カタログ掲載情報に変更がある場合は、登録完了済みの商品でも記入いただけます。（最大３商品まで）
・追加する商品の有無、カタログ情報の変更の有無により、記載方法が異なりますので、次ページ「記載方法のパターン」をご覧いただき、

どのパターンに該当するか確認の上、ご記入ください。
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申請様式F

■「様式F-2」に有るＡ，Ｂ両方のチェックボックスにチェックをしてください。
→商品リストの記入は不要です。何も記入しないでください。

カタログについては家電エコポイント事業の「家電エコポイント事業カタログ簡易版【2009年12月】と同じ内容になります。

■「様式F-2」に有るチェックボックスのＢ「カタログの情報を変更をしない。」のみチェックしてください。
→追加商品のみ商品リストに記入してください。
※カタログについては家電エコポイント事業の「家電エコポイント事業カタログ簡易版【2009年12月】と同じ内容になります。

１

２

３

４

■「様式F-2」に有るチェックボックスのＡ「今回の申請では、交換商品を追加しない。」のみチェックしてください。
→カタログに掲載する家電エコポイント事業で登録完了済みの交換商品を記入し（最大で３商品）、「カタログ掲載３商品選択」欄に

「1」、「2」、「3」の数字を入れてください。
「商品コード」等の各項目は、よく確認の上、登録完了済の交換商品の商品コードと同じ内容を記入してください。

■「様式F-2」にある両方のチェックボックスにチェックをしないでください。
→①カタログ情報の3商品が、すべて追加する商品である場合

追加する商品のみ記入して、カタログ掲載を希望する商品の「カタログ掲載３商品選択」欄に「1」、「2」、「3」の数字を入れてください。
→②カタログ情報の3商品が、追加する商品、家電エコポイント事業で登録完了済みの交換商品の場合

追加する商品を記入してください。
その後、家電エコポイント事業で登録完了済みの交換商品から今回カタログに掲載するもの（最大で３商品。）を、よく確認の上、記入してく
ださい。 ※ 家電版の交換商品カタログから、引き続き掲載する商品も含めて、掲載希望の商品を全て記入する必要があります。

これらの中でカタログ掲載を希望する商品の「カタログ掲載３商品選択」欄に「1」、「2」、「3」の数字を入れてください。

追加する商品が無く、カタログ掲載情報も変更しない事業者

追加する商品が無く、カタログ掲載情報を変更する事業者

追加する商品を申請し、カタログ掲載情報を変更しない事業者

追加する商品を申請し、カタログ掲載情報を変更する事業者

※追加商品の有無／カタログ情報の変更の有無に応じて、下記①～④のいずれかに当てはまりますので、必ずご確認の上ご記入ください。
（様式Ｆ－２のチェックボックスＡ・Ｂに対応します。） ■様式F-2チェックボックス

記載方法のパターン

-2-



カタログ掲載

３商品選択

（様式FA-3に反映）

商品コード
主な

使用可能地域
商品名 商品詳細 受け渡し方法 特記事項 数量限定 期間限定

申込み

受付開始日

申込み

受付終了日

【必須】
住宅版の交換商品カタログ

（簡易版）に掲載を希望する

３商品を選択してください。

希望する商品の横に「1」

「2」「3」の数字を入力してく

ださい。

※様式FA-3に反映されま

す。

【必須】

半角英数・ハイフンの

みで10文字以内。

「0」(ゼロ)と「O」(オー)

など紛らわしい文字

は使用しないでくださ

い。

使用可能地域が限ら

れる場合は、下記よ

り１エリアを選択。

【地域】

・北海道     ・東北

・関東

・北陸／甲信越

・東海        ・近畿

・中国        ・四国

・九州／沖縄

【必須】

全角30文字以内で商品名を

入力してください。

全角100文字以内で入力ください。

商品についての補足説明が入力できます。

【必須】

上から50商品分

は選択リスト(配

送・郵送/窓口手

渡し/チャージ)よ

り選択形式で一

つだけ選択でき

ます。

全角200文字以内で入力ください。

・住宅版エコポイント事業の交換商品を提供するに当たっ

て、ご留意いただく点がある場合は、全てご記入ください。

・数量限定の場合は、その数量を記入してください。

【必須】

数量限定無の場合は

「1」を入力。

数量限定有の場合は

「2」を入力。

【必須】

期間限定無の場合は

「1」を入力。

期間限定有の場合は

「2」を入力。

例１ 1 10000 関東 ABCギフトカード・10000円分 １０００円券10枚セット 10500 点 配送・郵送
必要ポイント数には、郵送料500円が含まれます。

※期間限定での提供となります。
1 1

例２ 50000 関東 ABCギフトカード・50000円分 １０００円券50枚セット 50500 点 配送・郵送 必要ポイント数には、郵送料500円が含まれます。 1 1

例３ 2 100000 関東 ABCギフトカード・100000円分 １０００円券100枚セット 100500 点 配送・郵送 必要ポイント数には、郵送料500円が含まれます。 1 1

例４ 3 300000 関東 ABCギフトカード・300000円分 １０００円券300枚セット 300000 点 配送・郵送 必要ポイント数には、郵送料500円が含まれます。 1 1

例５ P-10000 関東 ABCプレミアムギフトカード・11000円分
プレミアム商品券10枚セット

1000円で1100円分のお買物ができます。
10500 点 配送・郵送

・必要ポイント数には郵送料500円が含まれます。

・プレミアム商品券1000冊がなくなり次第終了します。
2 2 2010-03-08 2010-09-31

【必須】

半角数字の

み、カンマは使

用不可。送料

等も含めて設

定してください。

必要

ポイント数

期間限定の商品は日付を

入れてください。

（2010-03-08

の形式で入力）

半角数字・ハイフンのみ

『商品コード』

一度登録すると、変更・修正する
事ができませんので、お間違い
のないように記入してください

●記入例

商品名について
事務局が交換商品を案内するWEB等には、写真など商品を詳しく紹介する情報は
掲載されません。商品名には、必ずその商品を特定する名称、券面額 （総額）が
分かるようにご明記ください。
また使用エリアが限られる場合は、使用エリアをご明記ください。

必要ポイント数について
交換商品の必要ポイント数は、「送料／手数料」などを含めた総ポイント数を必ず
設定してください。着払いは原則認めておりません。また配送する地域等（離島など）、
別途送料がかかる場合はそれらを踏まえた上で送料・手数料を設定してください。

受け渡し方法について
商品が同じでも必要ポイント数が異なる場合（受渡し方法の違いによる、送料/
手数料の有無など）、別の商品として設定してください。

その他交換商品について
住宅版エコポイント事業の交換申請では、申請者は商品の数量選択ができません。
また1枚の交換申請書に対し、一度に申請できる商品数は、６つ程度を予定して
おります。 あらかじめ、提供金額ごとに個別の商品としてパッケージを設定の上、
それぞれに別の商品コードを設定してください。

※記入例として、「1万円分」、「10万円分」、「30万円分」の３種類の商品を掲載することを

推奨します。

誤：「商品券」
正（例１）：「ABC商品券10,000円分」
正（例２）：「ABC商品券10,000円分 関東エリアのみ」

「ABCギフトカード・10,000円」＋「送料500円」の場合
商品名：「ABCギフトカード・10,000円分」（配送）
必要ポイント数：「10,500点」（送料込み）

例１：商品コード 001：ABCギフトカード 10,000円分（配送・配送)10,500点 （送料込み）
例２：商品コード 002：ABCギフトカード 10,000円分（窓口手渡し)10,000点

例１：商品コード 10000：ABCギフトカード 10,000円分（1,000円券×10枚） 10,000点
例２：商品コード 100000：ABCギフトカード 100,000円分（1,000円券×100枚） 100,000点
例３：商品コード 300000：ABCギフトカード 300,000円分（1,000円券×300枚） 300,000点

●商品リスト記入上の注意

２

３

４

１

※上記の金額での設定が難しい場合は、それに近い金額又は事業者の判断で
商品を設定してください。

『カタログ掲載情報』

住宅版の交換商品カタログ
に、掲載する交換商品を３
つ選択してください

『商品詳細』

できるだけ商品についての補
足説明を記入してください

『特記事項』

商品提供にあたっての注意事項
等をご記入ください

『数量限定』

商品の数量に限定があ
る場合は「２」を記入し
てください

『申込み受付終了日』
期間限定の商品は、
必ず設定してください

１ ２ 3

４

カテゴリｰ別商品リスト【様式F(A)-2】の作成方法申請様式F(A)
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カタログ掲載

３商品選択

（様式FB-3に反映）

商品コード 都道府県 商品名 商品詳細 受け渡し方法 特記事項 数量限定 期間限定
申込み

受付開始日

申込み

受付終了日

【必須】
住宅版の交換商品カタログ

（簡易版）に掲載を希望する

３商品を選択してください。

希望する商品の横に「1」

「2」「3」の数字を入力してく

ださい。

※様式FB-3に反映されま

す。

【必須】
半角英数・ハイフンのみで10文

字以内。「0」(ゼロ)と「O」(オー)

など紛らわしい文字は使用しな

いでください。

該当の

都道府県を

１県記入

してください。

【必須】

全角30文字以内で商品名を

入力してください。

全角100文字以内で入力ください。

商品についての補足説明が入力できます。

【必須】

上から50商品分

は選択リスト(配

送・郵送/窓口手

渡し/チャージ)よ

り選択形式で一

つだけ選択でき

ます。

全角200文字以内で入力ください。

・住宅版エコポイント事業の交換商品を提供するに当たって、ご留意い

ただく点がある場合は、全てご記入ください。

・数量限定の場合は、その数量を記入してください。

【必須】

数量限定無の場

合は「1」を入力。

数量限定有の場

合は「2」を入力。

【必須】

期間限定無の場

合は「1」を入力。

期間限定有の場

合は「2」を入力。

例１ 10000A 東京
ABC区内共通商品券・10000円分

　　　　　　　　　　　　　　(配送･郵送)
１０００円券10枚セット 10500 点 配送・郵送 必要ポイント数には、手数料500円が含まれます。 1 1

例２ 1 10000 東京 ABC区内共通商品券・10000円分 １０００円券10枚セット 10000 点 窓口手渡し 特になし 1 1

例３ 2 100000 東京 ABC区内共通商品券・100000円分 １０００円券１００枚セット 100000 点 窓口手渡し 特になし 1 1

例４ 3 300000 東京 ABC区内共通商品券・300000円分 １０００円券３００枚セット 300000 点 窓口手渡し 特になし 1 1

例５ 123456789 大阪 スーパーエコお買い物券（4000円分） １０００円券4枚セット 3000 点 窓口手渡し

・引換券を郵送いたします。お近くのスーパーエコで商品券に交換して

ください。

・プレミアム商品券6000冊がなくなり次第終了します。

2 2 2010-03-08 2012-03-31

期間限定の商品は日付を

入れてください。

（2010-03-08

の形式で入力）

半角数字・ハイフンのみ

【必須】

半角数字の

み、カンマは使

用不可。送料

等も含めて設

定してください。

必要

ポイント数

商品名について
事務局が交換商品を案内するWEB等には、写真など商品を詳しく紹介する情報は
掲載されません。商品名には、必ずその商品を特定する名称、（使用できる地域が
分かる名称）、券面額（総額）をご明記ください。

必要ポイント数について
交換商品の必要ポイント数は、「送料／手数料」などを含めた総ポイント数を必ず
設定してください。着払いは原則認めておりません。また配送する地域等（離島など）、
別途送料がかかる場合はそれらを踏まえた上で送料・手数料を設定してください。

受け渡し方法について
商品が同じでも必要ポイント数が異なる場合（受渡し方法の違いによる、送料/
手数料の有無など）、別の商品として設定してください。

その他交換商品ついて
住宅版エコポイント事業の交換申請では、申請者は商品の数量選択ができません。
また1枚の交換申請書に対し、一度に申請できる商品数は、６つ程度を予定して
おります。 あらかじめ、提供金額ごとに個別の商品としてパッケージを設定の上、
それぞれに別の商品コードを設定してください。

※記入例として、「1万円分」、「10万円分」、「30万円分」の３種類の商品を掲載することを

推奨します。

誤：「商品券」
正：「ABC区内共通商品券10,000円分」

●商品リスト記入上の注意

１

２

３

４

●記入例

「ABC区内共通商品券・10,000円」＋「送料500円」の場合
商品名：「ABC区内共通商品券・10,000円分」（配送）
必要ポイント数：「10,500点」（送料込み）

例１：商品コード 001 ：ABC区内共通商品券 10,000円分（配送)10,500点（送料込み）
例２：商品コード 002 ：ABC区内共通商品券 10,000円分（窓口渡し) 10,000点

※上記の金額での設定が難しい場合は、それに近い金額又は事業者の判断で
商品を設定してください。

例１：商品コード 10000：ABC区内共通商品券10,000円分（1,000円券×10枚） 10,000点
例２：商品コード100000：ABC区内共通商品券100,000円分（1,000円券×100枚）100,000点
例３：商品コード300000：ABC区内共通商品券300,000円分（1,000円券×300枚）300,000点

『都道府県』

公式ホームページ上での検索サ
イトに必要な情報になりますので、
必ず記入してください

『商品コード』

一度登録すると、変更・修
正する事ができませんの
で、お間違いのないよう
に記入してください

『数量限定』

商品の数量に限定がある場
合は「２」を記入してください

『申込み受付終了日』
期間限定の商品は、
必ず設定してください

『特記事項』

商品提供にあたっての注意事項等を
ご記入ください

『カタログ掲載情報』

住宅版の交換商品カ
タログに、掲載する交
換商品を３つ選択して
ください

１ ２ 3

４
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カタログ掲載

３商品選択

（様式FC-3に反映）

商品コード
都道府県

（産地等）
商品名 商品詳細 受け渡し方法 特記事項 数量限定 期間限定

申込み

受付開始日

申込み

受付終了日

【必須】
住宅版の交換商品カタログ

（簡易版）に掲載を希望する

３商品を選択してください。

希望する商品の横に「1」

「2」「3」の数字を入力してく

ださい。

※様式FC-3に反映されま

す。

【必須】
半角英数・ハイフンのみで10文

字以内。「0」(ゼロ)と「O」(オー)

など紛らわしい文字は使用しな

いでください。

該当の

都道府県を

１県記入

してください。

【必須】

全角30文字以内で商品名を

入力してください。

全角100文字以内で入力ください。

商品についての補足説明が入力できます。

【必須】

上から50商品分

は選択リスト(配

送・郵送/窓口手

渡し/チャージ)よ

り選択形式で一

つだけ選択でき

ます。

全角200文字以内で入力ください。

・住宅版エコポイント事業の交換商品を提供するに当

たって、ご留意いただく点がある場合は、全てご記入く

ださい。

・数量限定の場合は、その数量を記入してください。

【必須】

数量限定無の場

合は「1」を入力。

数量限定有の場

合は「2」を入力。

【必須】

期間限定無の場

合は「1」を入力。

期間限定有の場

合は「2」を入力。

例１ J30000 北海道 北海道メロン　5玉

北海道独特の寒暖差がある気候により、タッ

プリ蜜のように甘い糖度を誇る北海道メロ

ン。

30500 点 配送・郵送 歳以上
数に限りがあります。限定1000個。

必要ポイント数には、送料500円が含まれます。
2 1

例２ 2 J-10000 熊本
○○農園のトマトジュース

1000ｍｌ×30本セット
有機栽培のトマトを使った100％ジュースです 10500 点 配送・郵送 歳以上 必要ポイント数には、送料500円が含まれます。 1 2 2010-03-08 2012-03-31

例３ 1 J-5000 鹿児島 エコ芋焼酎　１升
永きに渡る伝統と卓越した技術からこの美味

しさはつくられています。
5500 点 配送・郵送 20 歳以上 必要ポイント数には、送料500円が含まれます。 1 1

例４ 3 J-100000 岐阜
ABC産　黒毛和牛ロースすき焼用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.5kg

きめ細かい霜降りが口の中でとろけてしまう、

自慢の黒毛和牛の旨みとコクを味わってくだ

さい。

100500 点 配送・郵送 歳以上 必要ポイント数には、送料500円が含まれます。 1 1

年齢制限

【必須】

半角数字の

み、カンマは使

用不可。送料

等も含めて設

定してください。

必要

ポイント数

期間限定の商品は日付を

入れてください。

（2010-03-08

の形式で入力）

半角数字・ハイフンのみ

お酒など、

年齢制限がある

商品は半角数字

を記入して

ください。

『商品コード』

一度登録すると、変更・修正する事がで
きませんので、お間違いのないように記
入してください

●記入例

商品リスト作成の必須項目
全都道府県の地域産品を１つの都道府県あたり１品目以上提供することが条件
になります。必ず上記を満たすよう、提供商品をお選び下さい。
(※最低でも、47品目の商品掲載が必要になります)

商品名/商品詳細について
事務局が交換商品を案内するWEB等には、写真など商品を詳しく紹介する
情報は掲載されません。商品名には「量」、「重さ」など商品名だけでも、
商品内容が分かる情報を３０文字以内でご明記ください。
（※交換商品は、全て地域産品であることが条件です）

必要ポイント数について
交換商品の必要ポイント数は、「送料／手数料」などを含めた総ポイント数を必ず
設定してください。着払いは原則認めておりません。また配送する地域等（離島など）、
別途送料がかかる場合はそれらを踏まえた上で送料・手数料を設定してください。

期間限定の交換商品について
申請受付から交換事業者に発注情報がわたるまでに2ヶ月程度かかる場合があります。
期間限定の交換商品については、 「申込み受付終了日」（交換商品の発送が
対応可能日）を必ず設定してください。

●商品リスト記入上の注意

※対象商品にならない例
・全国的に購入可能な商品で、地名のみを掲げたようなもの
・役務・サービス、地域の画像を収録したDVD、CD等
・ペナント、キーホルダー等のお土産品

誤：「毛ガニ」 ⇒ 正：「ABC県産 毛ガニ 500g」
誤：「みかん」 ⇒ 正：「ABC県産 みかん 3kg」

例： 必要エコポイント3,000点の「 ABC県産 10種の野菜セット 」＋「送料500円」の場合
商品名：「 ABC県産 10種の野菜セット （配送） ⇒ 必要ポイント数：「3500点」

（送料込み）

例： 商品コード 001：ABC県産 毛ガニ 10杯 (配送) ⇒「申込み受付け終了日」
「2010-02-28」

※実際の交換商品発送日が2010年4月30日頃まで可能

１

２

３

４

※商品名が長くて、内容が分かる情報が入らない場合は、
商品詳細にその情報を記入ください

『カタログ掲載情報』

住宅版の交換商品カタログに、
掲載する交換商品を３つ選択
してください

『年齢制限』

お酒類などの年齢制限のある商品について
は必ず年齢を記入してください

『特記事項』

商品提供にあたっての注意事項
等をご記入ください

『申込み受付終了日』
期間限定の商品は、
必ず設定してください

２ ３ ４１
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カテゴリｰ別商品リスト【様式F(C)-2】の作成方法申請様式F(C)



カタログ掲載

３商品選択

（様式FD-3に反映）

商品コード
産地

（都道府県）
商品名 商品詳細 受け渡し方法 特記事項 数量限定 期間限定

申込み

受付開始日

申込み

受付終了日

【必須】

住宅版の交換商品カタ

ログ（簡易版）に掲載

を希望する３商品を選

択してください。希望す

る商品の横に「1」「2」

「3」の数字を入力して

ください。

※様式FD-3に反映さ

れます。

【必須】

半角英数・ハイフンのみ

で10文字以内。「0」(ゼロ)

と「O」(オー)など紛らわし

い文字は使用しないでく

ださい。

該当の都道府県を

１県、選択してください。

【必須】

全角30文字以内で商品名を

入力してください。

全角100文字以内で入力ください。

商品についての補足説明が入力できます。

【必須】

上から50商品分

は選択リスト(配

送・郵送/窓口手

渡し/チャージ)よ

り選択形式で一

つだけ選択でき

ます。

全角200文字以内で入力ください。

・住宅版エコポイント事業の交換商品を提供するに

当たって、ご留意いただく点がある場合は、全てご

記入ください。

・数量限定の場合は、その数量を記入してくださ

い。

【必須】

数量限定無の

場合は、「1」を

入力。

数量限定有の

場合は、「2」を

入力。

【必須】

期間限定無の

場合は、「1」を

入力。

期間限定有の

場合は、「2」を

入力。

例１ 3 D-30000 北海道 北海道メロン　５玉

北海道独特の寒暖差がある気候により、タッ

プリ蜜のように甘い糖度を誇る北海道メロ

ン。

30500 点 配送・郵送 歳以上
数に限りがあります。限定1000個。

必要ポイント数には、送料500円が含まれます。
2 1

例２ 1 D-10000 熊本
○○農園のトマトジュース

1000ｍｌ×30本セット
有機栽培のトマトを使った100％ジュースです 10500 点 配送・郵送 歳以上 必要ポイント数には、送料500円が含まれます。 1 2 2010-03-08 2012-03-31

例３ 2 D-100000 岐阜
ABC産　黒毛和牛ロースすき焼用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.5kg

きめ細かい霜降りが口の中でとろけてしまう、

自慢の黒毛和牛の旨みとコクを味わってくだ

さい。

100500 点 配送・郵送 歳以上 必要ポイント数には、送料500円が含まれます。 1 1

【必須】

半角数字の

み、カンマは使

用不可。送料

等も含めて設

定してください。

必要

ポイント数

期間限定の商品は日付を

入れてください。

（2010-03-08

の形式で入力）

半角数字・ハイフンのみ

お酒など、

年齢制限があ

る

商品は半角数

字

を記入して

ください。

年齢制限

『商品コード』

一度登録すると、変更・修正する事
ができませんので、お間違いのな
いように記入してください

商品リスト作成の必須項目
全都道府県のうち、いずれか１つの都道府県内において、地域産品を販売する
30以上の事業者が参加することが条件となります。上記を満たすよう、提供商品を
お選び下さい。

商品名/商品詳細について
事務局が交換商品を案内するWEB等には、写真など商品を詳しく紹介する
情報は掲載されません。商品名には「量」、「重さ」など商品名だけでも、
商品内容が分かる情報を３０文字以内でご明記ください。
（※交換商品は、全て地域産品であることが条件です）

必要ポイント数について
交換商品の必要ポイント数は、「送料／手数料」などを含めた総ポイント数を必ず
設定してください。着払いは原則認めておりません。また配送する地域等（離島など）、
別途送料がかかる場合はそれらを踏まえた上で送料・手数料を設定してください。

期間限定の交換商品について
申請受付から交換事業者に発注情報がわたるまでに2ヶ月程度かかる場合があります。
期間限定の交換商品については、 「申込み受付終了日」（交換商品の発送が
対応可能日）を必ず設定してください。

●商品リスト記入上の注意

※対象商品にならない例
・全国的に購入可能な商品で、地名のみを掲げたようなもの
・役務・サービス、地域の画像を収録したDVD、CD等

※参加する事業者が提供する地域産品が、それぞれ区別できることを原則と
します。 （複数の地域産品を1つのセット商品としてまとめることは可能です）

１

２

３

４

●記入例

誤：「毛ガニ」 ⇒ 正：「ABC県産 毛ガニ 10杯」
誤：「みかん」 ⇒  正：「ABC県産 みかん 3kg」

例： 必要エコポイント3,000点の「 ABC県産 10種の野菜セット 」＋「送料500円」の場合
商品名：「 ABC県産 10種の野菜セット （配送） ⇒ 必要ポイント数：「3500点」

（送料込み）

例： 商品コード 001：ABC県産 毛ガニ 10杯 (配送) ⇒「申込み受付け終了日」
「2010-02-28」

※実際の交換商品発送日が2010年4月30日頃まで可能

※商品名が長くて、内容が分かる情報が入らない場合は、
商品詳細にその情報を記入ください

『カタログ掲載情報』

住宅版の交換商品カタログ
カタログに、掲載する交換
商品を３つ選択してください

『年齢制限』

お酒類などの年齢制限のある商品について
は必ず年齢を記入してください

『特記事項』

商品提供にあたっての注意事項
等をご記入ください

『申込み受付終了日』
期間限定の商品は、
必ず設定してください

１ ２ ３ ４
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カテゴリｰ別商品リスト【様式F(D)-2】の作成方法申請様式F(D)



カタログ掲載

３商品選択

（様式FE-3に反映）

商品コード 環境配慮分野 商品名 商品詳細 受け渡し方法 特記事項 数量限定 期間限定
申込み

受付開始日

申込み

受付終了日

【必須】

住宅版の交換商品カタ

ログ（簡易版）に掲載

を希望する３商品を選

択してください。希望す

る商品の横に「1」「2」

「3」の数字を入力して

ください。

※様式FE-3に反映さ

れます。

【必須】

半角英数・ハイフンのみ

で10文字以内。「0」(ゼロ)

と「O」(オー)など紛らわし

い文字は使用しないでく

ださい。

以下の何れかを記入

・地球温暖化防止

・自然保護・生物多様性保全

・大気・水・土壌環境の保全

・総合環境政策

・リサイクル・廃棄対策

・森林の保全・緑化

・化学物質対策

・その他環境保全

【必須】

全角30文字以内で商品名を

入力してください。

全角100文字以内で入力ください。

商品についての補足説明が入力できます。

【必須】

上から50商品分

は選択リスト(配

送・郵送/窓口手

渡し/チャージ)よ

り選択形式で一

つだけ選択でき

ます。

全角200文字以内で入力ください。

・住宅版エコポイント事業の交換商品を提供す

るに当たって、ご留意いただく点がある場合は、

全てご記入ください。

・数量限定の場合は、その数量を記入してくださ

い。

【必須】

数量限定無の

場合は「1」を入

力。

数量限定有の

場合は「2」を入

力。

【必須】

期間限定無の

場合は「1」を入

力。

期間限定有の

場合は「2」を入

力。

例１ 1 E-1 リサイクル･廃棄対策 エコマーク付　Ｔシャツ５枚セット

使用済みペットボトルを再利用して、Ｔシャツ

の80％以上を再生ペットボトル繊維として使

用しています。

5500 点 配送・郵送
数に限りがあります。限定1000セット。

必要ポイント数には、送料500円が含まれます。
2 1

例２ 2 E-2 地球温暖化防止
エコプリ　ＰＰ－50008レーザープリンタ

（部品再利用100％のプリンタ）

機器使用時の省エネルギーに配慮したｴｺﾏｰ

ｸ取得製品
50500 点 配送・郵送 必要ポイント数には、送料500円が含まれます。 1 2 2010-03-08 2011-03-31

【必須】

半角数字の

み、カンマは使

用不可。送料

等も含めて設

定してください。

必要

ポイント数

期間限定の商品は日付を

入れてください。

（2010-03-08

の形式で入力）

半角数字・ハイフンのみ

『商品コード』

一度登録すると、変更・修正する事ができ
ませんので、お間違いのないように記入し
てください

●記入例

●商品リスト記入上の注意

環境配慮分野について
商品ごとに７つの項目の環境配慮分野何れかに該当するか記入し、
全商品の中で、3項目以上、計30商品以上が商品提供の必須項目と
なります。１商品で複数の環境配慮分野にまたがる重複申請は
不可となります。また一つの環境分野のカテゴリーに係る商品が
商品数全体の半分を超えないようにしてください。

商品名について
商品名は、商品が判然としない名称（製品型番や呼称）は避け、
商品自体を説明する内容を商品名欄に加筆をしてください。

商品詳細について
その商品が、募集要件が規定する環境基準をクリアしているか、
またはその商品はどのような省エネ・環境配慮効果があるか
（効果が分かるデータ等）を商品詳細に記入してください。

必要ポイント数について
交換商品の必要ポイント数は、「送料／手数料」などを含めた総ポイント
数を必ず設定してください。着払いは原則認めておりません。また配送する
地域等（離島など）、別途送料がかかる場合はそれらを踏まえた上で
送料・手数料を設定してください。

誤：「エコプリ ＰＰ-50008」
正：「エコプリ ＰＰ－50008 （部品再利用100％のプリンター）

例：必要エコポイント5,000点の「オリジナルノート（△△認証）Ａ罫３０枚」＋「送料500円」の場合
商品名：「オリジナルノート（△△認証）Ａ罫３０枚」（配送） ⇒ 必要ポイント数：「5,500点」

（送料込み）

例：商品コード 001 ： オリジナルノート（△△認証）Ａ罫３０枚 (配送) ⇒ 10,500点 （送料込み）
商品コード 002 ： オリジナルノート（△△認証）Ａ罫３０枚 (窓口渡し) ⇒  10,000点

誤：「リサイクル・廃棄対策：エコマーク付き T-シャツ」
正：「リサイクル・廃棄対策：使用済みペットボトルを再利用して、Tシャツの80％以上を再生ペット

ボトル繊維として使用しています。」

１

２

３

４

『カタログ掲載情報』

住宅版の交換商品カタログ
に、掲載する交換商品を３
つ選択してください

『特記事項』
交換商品を提供するにあたってご留意いただく点または、
商品について特記する事項があればご記入ください

『『数量限定』

商品の数量に限定がある場合
は「２」を記入してください

『申込み受付終了日』
期間限定の商品は、
必ず設定してください

１ 32 4
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カテゴリｰ別商品リスト【様式F(E)-2】の作成方法申請様式F(E)



申請様式F 必須項目 家電エコポイント事業・提供事業者のカタログ掲載情報の作成方法

●カタログ掲載情報の注意

様式F-2
商品リストに
「１」、「２」、

「３」を記入す
るとこちらに

反映されます

申請受付窓口等に置かれる印刷物の交換商品カタログ（抜粋版＝本シートの情報）をご覧になって、交換申請を行う申請者も多くいます。
必ずカタログ掲載情報のフォーマット（様式Ｆ-3）に必要情報を漏れなくご記入ください。また、（様式Ｆ-2）に記入いただきました追加商品を含む
全商品ついては、３月上旬を目途に住宅版エコポイント事業の公式HP上にて公開される予定です。

１

２ ３

「カタログの情報を変更しない。」にチェックする場合
カタログ情報を変更しない事業者は、（様式Ｆ-2）にありますチェックボックス「Ｂ」にチェックを入れた上で、（様式Ｆ-3）のチェックボックスにも再度チェックを入れてください。
※カタログ情報を変更しない事業者の情報は、【家電エコポイント事業カタログ簡易版【2009年12月】と同じ内容になります。

家電エコポイント事業の交換商品である事の確認
家電エコポイント事業の交換商品を住宅版の交換商品カタログに掲載する場合、（様式Ｆ-2）にて登録完了済の交換商品を記入していただき、
再度（様式Ｆ-3）にて「家電エコポイント事業の交換商品確認」のチェックボックスにチェックを入れてください。

事業者情報について
記入していただいた事業者情報が、そのまま住宅版エコポイント事業の公式HP上に掲載されます。お間違いないようにご確認の上、記入してください。

事業者情報欄は最終的に申請者が交換申請を行う際に必要な情報となりますので、４箇所の黄色の欄を必ず全て記入してください。
※URLの欄には、「http://」から始まるURLを記入してください。

１

２

３

数

期

窓

寄

期間限定有り

数量限定有り

窓口引き渡し（チャージ含む）

事業者による環境寄附有り（数字は寄附率[%]）

●記入例

※カタログ版フラグ

http://www.eco-abc.co.jp/eco-points

0123-45-6789ABCギフトカード

ABCギフトカードお客様窓口
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※（様式Ｆ-2）商品リストで「カタログ掲載情報」に指定がある場合は、
「有」、「無」で表記されます。


