
次世代住宅ポイント制度 
 

「対象製品証明書」+「納品書」を用いて 
ポイント申請する製品の“申請のしかた” 

 

注意事項 

2019年９月13日 
キッチン・バス工業会 

工事施工者 様 
販売店       様 

以下のような場合、ポイント申請が受付けられず、お客様に大変なご迷惑をおかけします。 
 ・登録された「製品型番」と、設置された製品の型番が正しく照合されない 
 ・申請に必要な書類の記載不備、書類の欠落がある など 
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【 対象製品 】 キッチン,バス,洗面化粧台関連 
 

 ■ 家事負担軽減に資する設備 
    ビルトイン食器洗機 掃除しやすいレンジフード 
    ビルトイン自動調理対応コンロ 浴室乾燥機 
 ■ エコ住宅設備 
    節湯水栓（台所用,浴室用,洗面用） 

20190913 改定 対象製品証明書 型番自動印字機能の追加 



１．キッチン,バス,洗面化粧台 「登録事業者」と製品・証明書の流れ 概要 
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本説明で取り上げる次世代住宅ポイント・対象製品の「登録事業者」は、以下のように位置
付けされています。 

登録事業者（メーカー等） 

---- ---- ---- 
---- ---  

対象製品 

証明書 等 

対象製品 出荷 

証明書等発行 

工事 
施工者 

施主 
(申請者) 

「販売元」会社 
 ｷｯﾁﾝ,ﾊﾞｽ,洗面化粧台 
  本体製造～セット販売 

販売店 等 
 

「製造元」会社 
  機器製造 

P事務局 
---- ---- ---  

■登録事業者（メーカー等） 
 

対象製品を取り扱うそれぞれの商流により、対象製品の「製造元」あるいは「販売元」が 
「登録事業者」となり、この対象製品を取り扱い管理することで、本制度のポイント申請の
運用をしています。 
 
お客様(施主様＝ポイント申請者)に引渡しした製品型番を確かめ、「登録事業者」を 
正しく確認し、申請に必要な書類の作成やその他の手続を行ない、お客様のポイント
申請の支援をおこなってください。 

---- ---- ---- ---- ---  



2．「証明書 等」として用いる書類 -1 

「必要書類ダウンロード」ページの『対象製品証明書
および納品書の発行についてはこちら』に公開 

「次世代住宅ポイント事務局ホームページ」   https://www.jisedai-points.jp/  に 
「対象製品証明書」および「納品書」の運用・記載などについての説明資料が公開されています。 
これに沿って、申請資料を正しく作成し、ポイント申請するお客様にお渡しください。 

説明資料 ： https://www.jisedai-
points.jp/doc/190409_certificate_method.pdf 
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2．「証明書 等」として用いる書類 -2 

対象製品証明書 

購入設置した対象製品の「性能を証明する書類」として、申請に添付する書類は次の通りです。 

設置した製品が、対象製品であることを、 
工事施工者様が証明する書類です。 

納品書 (通常使用するもの） 

工事施工者様が、対象製品証明書に記載された 

製品について、仕入を行ったことを証明する書類です。 

＋ 

＋ 

「対象製品証明書」； 次世代住宅ポイント事務局ホームページ 
「対象製品検索」にて製品型番を入力し、専用様式の書類をダウンロードしてください。 

※通常使用する「納品書」であっても、ポイント申請用として 
使えない場合があります。P８ 以降の内容をよく確認の上、 
正しく運用してください。 

工事写真 

工事前 工事後 

※新築の場合は工事後の写真のみ 
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3．「製品型番」の照合確認 

重要な留意点 
 ポイント申請のための「製品型番(文字列 a)」と「納品書」に記載された「製品品番(文字列 b)」とを、 
 必ず照合確認してください。 
 

https://www.jisedai-points.jp/manufacturer/search/    

NP45KE8AJG 

ｂ； 

  「製品型番」の検索により 
 「納品書」記載の品番が、 
 登録された「製品型番」であることを 
 確認してください。 
    

  ａ； 
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4．「対象製品証明書」の記載のしかた 

次世代住宅ポイント事務局ホームページの「対象製品検索」
「製品型番での絞り込み」に納品書に記載された製品型番を
入力します。 
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【 注意点 】 

納品書に記載された製品型番を入力し、「該当する製品
はありません」と表示された場合は、次頁以降の「納品書」
の確認注意事項をよくお読みの上、適切に対応してくださ
い。 

① 型番は印字されている 
② 施工邸名、住所、施工完了日を記入 
③ 工事施工者名(施主と工事請負契約をしている者)を記入 

検索結果リストの「対象製品証明書」の欄の作成ボタンを押
すと、その型番が印字された「対象製品証明書」のPDFファイ
ルが表示されますので、ダウンロードし、必要事項を記載してく
ださい。 

 
② 

 
 

③ 

         ① 



５．「納品書」の確認注意点 

① 納入先名； 
  工事施工者名(施主と工事請負契約をしている 
    者)または施主 
 

② 発行者名； 
  工事施工者への納入者＝販売店等の川上の  
    供給元 
 

③ 型番(商品品番）； 
  次世代住宅ポイント事務局に登録された「製品 
    型番」文字列と同一であること 
   注意）「納品書」記載の文字列に、スペース(空白)が 
        使用されている場合は、必ず「問い合わせ相談 
        窓口」へご相談ください。 
 

④ 納入価格欄は不要。黒塗り等の処理可 

「納品書」は、主に販売店様が、工事施工者様へ対象製品を納入した時に発行する書類です。 
「納品書」はポイント申請に必須の重要な書類です。汚損紛失が無いよう大切に取り扱いください。 
 

書面には、必ず①～③の項目の記載があること が必須となります。 

① ② 

③ 

×悪い例：次のような記載がある場合は、申請書類として使用できません。 
 

 ・製品名、商品愛称名のみ記載；「システムキッチン〇△×□ 食器洗機」などの記載のみ 
 ・製品個別の型番記載なし      ；「システムキッチン〇△×□一式」などの記載のみで、「製品型番」の記載なし 
 ・「製品型番」との不一致         ；例) 納品書；NP45KE-8A␣JG ← 登録「製品型番」；NP45KE8AJG 
                   「納品書」に、スペース(空白)がある、ハイフン(－)の有無などの差異がある場合は注意。 
 ・対象外の型番；対象製品としてポイント事務局に登録されていない型番(品番)の製品の場合 
 

※ 「納品書」の汚損や紛失、不備(製品型番の不一致、記載事項の漏れ等)の場合は、必ず販売店様に 
   「納品書」の再発行をお願いしてください。 （代用措置については、次頁を参照） 

④ 
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通常使用する「納品書」の例  ※ ポイント申請用書類は「写し」で可 



6．「納品書」の再発行のケース 代用措置のしかた 

通常使用する「納品書」が使えない場合、必ず代用措置が必要となります。 
ポイント申請するお客様に向けた支援をおこなってください。 

「納品書」の再発行にあたり 
 

当該製品の「登録事業者」にて、基本フォーム(様式)を“ひな型”として準備する
場合があります。 
「登録事業者」へのお問い合わせの上、同事業者のホームページからのダウン 
ロードなどの方法で入手してください。 

各「登録事業者」のＨＰ 

■納品書再発行の基本フォーム 
補足 
・「納品書(控)」,「送り状」,「出荷証明書」,「物品受領書」等は 
  ポイント申請用「納品書」として、使用可能なものがあります。(★1) 
 

・通常使用する「納品書(伝票)」の様式で再発行したもので申請も可能です。 
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工事施工者様へのお願い 
 

・納品書の汚損紛失、不備(品番誤り,記載項目漏れ等)の場合、販売店様に再発行をお願いしてください。 
 

販売店様へのお願い 
 

・ポイント申請として用いる「納品書」に必須とされる項目を漏れなく記載し、発行をお願いします。★1 
・通常使用する「納品書」が使用不能となった場合は、工事施工者様に向けた再発行にご協力ください。 



7．納品書再発行フォーム(次世代住宅ポイント専用納品書)の記入方法 

「納品書」の再発行 
 

取り扱いの「登録事業者」が準備したフォーム(様式）「次世代住宅ポイント専用 納品書」に、③④⑤を 
正しく記入してください。 

項目①②に応じて、フォーム(様式)が分かれています。 
誤った様式を使用すると、「納品書」として受理されません。 
 

① 設備の種別を確認 ※ 印字済様式の場合、誤用注意 
 

   家事負担の軽減に資する設備 
   エコ住宅設備            のいずれか 
 

② 納入対象製品の種別を確認 
   ※ 印字済様式の場合、誤用注意 
 

   掃除しやすいレンジフード ビルトイン自動調理対応コンロ 
   ビルトイン食器洗機  浴室乾燥機 
   節湯水栓 台所用,浴室用,洗面用の種別も記載 
 

③ 宛先(納入先)； 
 

   工事施工者名または施工邸名を記入 
 

④ 製品型番； 
 

   次世代住宅ポイント事務局に登録された「対象製品 
   型番」と同一の文字列をそのまま正しく記入。 
   桁数、使える文字などの制約、スペースは使用不可、 
   ハイフン(-)等に注意して正しく記載 
 

⑤ 発行者名； 
 

   メーカー等、販売店、卸業者等 の名称を記入 

③ 

② 

④ 

⑤ 
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① 



8．「メーカー等」が直接発行する納品書メーカー納品確認書」について 

「節湯水栓」「浴室乾燥機」の一部で、メーカー等(製造元や販売元)が納品書「メーカー納品
確認書」を発行する場合があります。 
ポイント申請用の「納品書」となる重要な書類です。大切に保管し、確実にお客様にお渡しく
ださい。 

■メーカー納品確認書（例） 

施工邸名の欄； 
 

製品の出荷時点で、発行元が記入できない場合が 
あります。 
この場合、必ず工事施工者様で記入してください。 
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9．「対象製品」～ポイント申請についての問合せ窓口 

対象製品のポイント申請に関して、対象となる製品や「性能証明書」等の添付書類について 
ご不明の場合は、キッチン, バス,洗面化粧台,機器製品の「登録事業者」(製造元,販売元と 
なるメーカー等)の「次世代住宅ポイント制度 問い合わせ窓口」にお問い合わせください。 
 
「登録事業者」となったメーカー等のそれぞれの「問い合わせ窓口」は、 
「次世代住宅ポイント事務局ホームページ」 https://www.jisedai-points.jp/    に 
公表されています。 
 
「対象製品の検索」の各「登録事業者」毎の対象製品型番一覧のページをご確認ください。 
 

https://www.jisedai-points.jp/manufacturer/search/   
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