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参加店舗様向けマニュアル



Confidential 2

目次

事業概要

事業の目的と概要

事業概要

ポイント等交付の対象となる製品、ポイント等交付額

スケジュールについて

キャンペーンスキーム

店舗登録について

参加店舗要件

店舗申請方法について

申請項目について

キャンペーンチケットについて

キャンペーンチケットについて

購入対象期間中の対応

参加店舗の責務等

その他の事項

お問い合わせについて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4

P9

P14

P15

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



Confidential 3

第1弾キャンペーンからの主な変更点

内容 変更前 変更後

購入対象・設置期間 2022年12月21日（水）～2月15日（水）
～7月17日（月・祝）
※テレビは、3/11（土）の購入分から対象
※7/18（火）以降の設置は、対象外

申請受付期間 2023年1月6日（金）～2月15日（水）
～7月31日（月）
※テレビは、4/1（土）から受付開始

審査期間 2023年1月6日（金）～2月28日（水） ～8月31日（木）

ポイント等交換期間 2023年1月6日（金）～2月28日（水） ～8月31日（木）

コールセンター設置期間 2022年11月29日（火）～2月15日（水） ～8月31日（木）

対象品目 エアコン、冷蔵庫、電気給湯器（エコキュート） 左記の対象品目にテレビを追加

誓約書について
メーカー保証書がない、対象製品設置に係る
証明書がない、設置工事が2/16（木）以降に
なる場合、誓約書を提出してください。

追加配布はございません。お手元にございます
残数分のみの配布に留めてください。
購入者申請には、メーカー保証書・設置証明書
（取付工事注文書・配送注文書・納品書 等）
が必要となります。
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事業の目的と概要

現下のエネルギー価格の高騰を踏まえ、

省エネ性能の高い家電製品の購入を支援することにより、

家庭におけるエネルギー費用負担の軽減及び温室効果ガスの削減を図ることを目的とします。

実施期間中、対象店舗において対象製品（新品に限る）を５万円（税抜）以上購入し、

自らが居住する千葉県内の住宅に設置した者に対し、購入額（税抜）に応じた

ポイント等を交付します。

上記以外にdポイント、QUOカードPay、nanacoギフト、Google Play ギフト、NET CASH、TSUBASAポイント、

商品券（JTBナイスギフト）も選択可能

ポイントを受け取った購入者はお好きなキャッシュレスポイント等へ交換できます。
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事業概要

キャンペーン名 ちば省エネ家電購入応援キャンペーン

事業主体 千葉県（環境生活部温暖化対策推進課）

対象者 千葉県在住の個人（県外在住の方が購入した場合は対象外）

事業期間

23億円（第1弾との合計交付額）

キャンペーン内容 実施期間中、対象店舗において対象製品（新品に限る）を5万円（税抜）
以上購入し、自らが居住する千葉県内の住宅に設置した者に対し、
購入額（税抜）に応じたポイント等を交付する。

【購入対象・設置期間】
令和4年12月21日（水）から令和5年2月15日（水）令和5年7月17日（月・祝）
※この期間中に対象店舗から対象製品を購入した場合に、ポイント等交付の対象となります。
※テレビは、3月11日（土）の購入分から対象となります。
※7月18日（火）以降の設置となる場合は、対象外となります。

【ポイント等交付申請受付期間】
令和5年1月6日（金）から令和5年2月15日（水）令和5年7月31日（月）
※予算の上限に達し次第、予定より早期に終了する場合があります。
※テレビは、4月1日（土）から受付開始となります。

ポイント等交付額
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ポイント等交付の対象となる製品、ポイント等交付額
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対象品目

ポイント額

キャンペーンの対象となる製品は、下記の対象製品要件を満たし、
かつ資源エネルギー庁「省エネ製品情報サイト」（https://seihinjyoho.go.jp）に記載があるものです。
詳しくは「ちば省エネ家電購入応援キャンペーン」特設サイト（https://chiba-shoenekaden.jp/）を
ご参照ください。

上記対象品目の省エネ家電製品のご購入金額（税抜）に応じて、下記のポイント額を交付します。

https://seihinjyoho.go.jp/
https://chiba-shoenekaden.jp/
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スケジュールについて
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※CP：キャンペーン

流れ

店舗申請・審査

実施スケジュール

申請受付期間 11月29日（火）～随時受け付け

ポイント等交換

販促キット・CP※チケット
マニュアル受取

対象製品購入

購入者申請

審査・
キャッシュレスポイント交付

お届け期間 承認後、順次発送

購入対象期間 12月21日（水）～2023年2月15日（水）

申請受付期間 2023年1月6日（金）～2月15日（水）

審査期間 2023年1月6日（金）～2月28日（火）

ポイント等
交換期間

2023年1月6日（金）～2月28日（火）

※予算の上限に達し次第、早期に終了する場合がございます

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

7月17日（月・祝）

7月31日（月）

8月31日（木）

8月31日（木）
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キャンペーンスキーム
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対象店舗 様

キャンペーン事務局

購入者 様

キャンペーン
サイト

申請

CPサイトから
対象店舗申請

事務局

対象店舗審査実施
承認or非承認

承認結果を
メールで受取

事務局

承認店舗へ専用チケット
販促チラシ/ポスター/ステッカー

を送付

専用チケットを
受取

対 象 店 舗 で
対象商品を購入し、
チ ケ ッ ト を 受 取

対象商品購入者に
チケットをお渡し

本人確認書類にて
本人確認を実施

チケ ットのQ Rへ
ア ク セ ス し 、
申請 フ ォ ー ム に
入 力

事務局

申請内容を審査
承認or非承認

ギフト交換メールを
受 け 取 り 、
お好きなキャッシュ
レ ス ポ イ ン ト と
交 換
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参加店舗要件

要件

• 千葉県内に所在する実店舗（営業所等を含む）であること。EC店舗等は対象外とする。

• 対象製品に省エネラベルを表示し、顧客の生活環境等に応じた家電製品の選び方等について

アドバイスを行うとともに、省エネ性能等について適切に案内すること。

• キャンペーンの実施に必要な手続き（広報宣伝、消費者への説明、申請補助や助言等）を

行うこと。

• キャンペーンに関して不正が疑われる状況等を覚知した場合には、速やかに県、

及びキャンペーン事務局に報告すること。

• 募集要領及び本マニュアル等に従うこと。

• キャンペーンの実施に関連する法令、条例等（特定家庭用機器再商品化法等）を順守する

こと。
◀省エネラベル見本
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申請方法について

随時受け付け中

キャンペーン特設サイトから店舗登録申請が可能です。
（随時受け付けておりますので、キャンペーン特設サイトから申請ください）
WEBでの申請が難しい場合は、FAXにて受付*が可能です。

受付期間

メール認証を行います。

※県内に複数店舗をもつ事業者様についても、
店舗ごとに登録申請を行ってください。
（複数店舗分をまとめて申請することはできません）
※1つのメールアドレスにつき、複数店舗での登録が可能です。

申請完了

審査

メールにて
申請結果を
お知らせ

*：FAXの場合は、「FAX申請を希望する旨」を参加店舗様専用コールセンターまでお問い合わせください。
必要書類を郵送させていただきますので、ご記入いただき下記まで送付ください。
FAXにて審査結果をお知らせし、必要に応じてお電話にてご連絡させていただきます。

FAX番号：043-224-5510 キャンペーン特設サイトURL：https://chiba-shoenekaden.jp/

https://chiba-shoenekaden.jp/
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申請項目について

店舗名称は法人名ではなく、屋号名を入力してください。
支店の場合は支店名まで入力が必要です。
× 株式会社●●
〇 ●●電機千葉店

後にサイト上でユーザーに公開される情報です。
審査にも影響しますので、
お間違いないようお気をつけください。

千葉県
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申請項目について

審査中に確認が必要な場合などに
ご連絡させていただくご連絡先情報です。
※消費者様には公開されません。

募集要領をご確認いただき、
同意チェックをお願いいたします。
※やむを得ないと認められる場合を除き、店舗登録後の辞退はできませんので
事業内容のご理解をお願いいたします。

「同意します」にチェック後、「確認する」をクリックして
ください。
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申請項目について

入力内容を確認し、誤りがなければ「申請する」を
クリックしてください。
※入力内容を修正する場合は「戻る」をクリックしてください。

申請が完了となります。
登録メールアドレス宛に申請完了のメールを
お送りしますのでご確認ください。
審査結果は１週間を目途にメールにて届きますので、
しばらくお待ちください。



Confidential 14

キャンペーンチケットについて

めくって開く圧着式チケットとなります。

チケットには一枚ずつ異なる
専用コードとQRが印字されており、

この情報がないと購入者は申請できない仕様です。

めくれているチケットがあった場合は、
購入者へお渡しせず、事務局までご連絡ください。
チケット右下の管理番号には店舗情報も紐づいて
おりますので他店舗への譲渡も禁止となります
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参加店舗の責務等

チラシ、ポスター、ステッカーの掲示

参加店舗登録後に送付するキャンペーン用のチラシ、ポスター、ステッカーを
来店者から見やすい場所に掲示する等、事業の周知にご協力お願いいたします。

レジ前

店舗入口

対象製品近く

など

※各ツール類はキャンペーン特設サイトからもダウンロードできます。

ポスターイメージ

ステッカーイメージ
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参加店舗の責務等

①身分証の提示等により、
購入者が千葉県民であることを確認

②キャンペーンチケットの配付
※1製品につき1枚

③キャンペーンチケットの二重受取り防止
のため、当該購入に係る領収書又は
レシートに押印する等の方法により、
キャンペーンチケットを配付したことが
確認できるようにする。

対象製品購入者への実施事項

購入対象期間中、自店において対象製品を購入した者に対して、
以下の事項を実施してください。

※県外在住の方が購入した場合は対象外

【本人確認書類】
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、
健康保険証、公共料金の領収書、官公庁
発行の印刷物など
※既に住所や氏名が登録された会員カードが
ある場合は、店舗登録情報により確認できれ
ば可能とします。

✔チケット再発行不可
✔1製品1枚の申請であることを伝える
✔千葉県在住者であることを確認する
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参加店舗の責務等

チケットのQRへアクセス
申請フォームを入力

ギフト交換メールを受取り、
好きなキャッシュレス
ポイント等と交換

購入者申請イメージ

購入者申請のサポート

ポイント等の交付申請は購入者本人が行っていただきますが、
購入者が申請に関してサポートを求めた場合は、店舗において申請に関するご案内を

可能な限りお願いいたします。
※郵送以外の申請が難しい場合や内容が複雑な場合は、お客様用コールセンター（043-375-5280）をご案内ください。

購入者が申請時に必要なもの

申請チケット お客様の情報（住所や電話番号など） 購入製品のレシートの写真

購入製品のメーカー保証書の写真 購入製品設置に係る証明書（取付工事注文書・配送注文書・納品書）の写真 など

※テレビを購入し、購入製品設置に係る証明書がない場合：メーカ保証書に住所を記載のうえ、申請ください
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その他の事項

⚫ 対象製品に省エネラベルを表示し、顧客に省エネ性能等について適切な案内を行ってください。

⚫ 顧客に対し、生活環境等に応じた家電製品の選び方等についてのアドバイスを行ってください。

⚫ キャンペーンチケット配付に係る購入製品について返品があった場合は、直ちにキャンペーン事務局に連絡し、
対象者の住所・氏名及びキャンペーンチケットの番号を報告した上で、対象となる購入のレシート画像を提出してください。
また、返品の際にはキャンペーンチケットも返還していただくようご案内ください。

⚫ キャンペーンに関して不正が疑われる状況等を覚知した場合には、速やかに県に報告してください。

⚫ 本事業の実施に係る苦情・紛争等が生じた場合は、できる限り参加店舗様にてその解決に努めるようにしてください。

⚫ 募集要領及び本マニュアルを熟読の上、内容について十分に理解したうえでキャンペーンに参加してください。
また、不明点などがある場合は、参加店舗様専用コールセンターに問い合わせる等により、確実に疑問を解消するようにしてください。

⚫ キャンペーンサイトには、FAQ（よくある質問）を掲載しておりますので、適宜確認し、事業実施の参考としてください。

⚫ 次のいずれかに該当する対象店舗があることが判明した場合は、速やかに県に報告し、県が指示した場合は当該店舗の登録を
取り消すものとします。
（ア）法令、条例等に違反している場合
（イ）登録申請において、虚偽の内容があることが判明した場合
（ウ）その他、対象店舗として不適当と認められる場合

⚫ 本マニュアルの他、事業についての説明動画を専用サイトに掲載、または、登録メールアドレス宛にご案内予定ですので、
あわせてご確認いただき、キャンペーンの理解に努めていただくようお願いいたします。
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043-375-5280
【コールセンター設置期間】令和4年12月21日（水）～令和5年2月28日（火）

19

お問い合わせについて

受付時間：9時～18時（土日祝日を含む）

「ちば省エネ家電購入応援キャンペーン」お客様専用コールセンター

043-375-5274

「ちば省エネ家電購入応援キャンペーン」参加店舗様専用コールセンター

【コールセンター設置期間】令和4年11月29日（火）～令和5年2月15日（水） 8月31日（木）

8月31日（木）

Email：chiba-shoene-soudan@jtb.com


