
次世代住宅ポイント制度
はやわかり BOOK

新築・リフォームを
お考えの方に朗報です！

2019年度START!

次世代住宅
ポイント制度
はやわかりBOOK

最大35万
ポイント/戸

新築で

※若者世帯：2018年12月21日時点で40歳未満の世帯　※子育て世帯：2018年12月21日時点（または申請時点）で18歳未満の子を有する世帯
■当パンフレットは2019年7月25日時点の情報をもとに作成しています。当制度の実施は2019年10月の消費税率10%引上げを前提条件としています。内容は変更になる場合がありますので予めご了承願います。

最大30万
ポイント/戸

（安心R住宅を購入しリフォームする場合は
最大45万ポイント/戸）

リフォームで

最大60万
ポイント/戸

若者・子育て世帯が
リフォーム

（既存住宅を購入しリフォームする場合）

2019.8

第 4 版

ポイント発行対象
LIXIL 商品掲載版

※若者世帯：2018年12月21日時点で40歳未満の世帯　※子育て世帯：2018年12月21日時点（または申請時点）で18歳未満の子を有する世帯
■当パンフレットは2019年9月3日時点の情報をもとに作成しています。当制度の実施は2019年10月の消費税率10%引上げを前提条件としています。内容は変更になる場合がありますので予めご了承願います。
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Case of リフォーム ポイント獲得事例

C 内窓設置 E 内窓設置

C ユニットバスルーム設置 E トイレ交換

D システムキッチン交換

A 宅配ボックス設置

B 内窓設置

 若者・子育て世帯が既存住宅を購入して

「新居をフルリノベーション」

※表示写真はポイント発行対象のおすすめLIXIL商品です

集合住宅は、玄関ドアが
専有部分と認められて
いる場合にのみ交換が
可能です

共同住宅においては、単数のボックス
など当該住戸用に独立して設置され
た宅配ボックスに限ります

既存住宅を
購入しての
リフォームは

ポイント2倍
（一部の発行ポイントを除く）

D 内窓設置

※自ら居住することを目的に購入した既
存住宅であり、売買契約締結後3ヶ月
以内にリフォームの請負契約を締結す
ることが条件です

A 玄関ドア交換

リシェント 玄関ドア3 スパージュ サティスGタイプ

リシェルSI

インプラス
スマート宅配ポスト

改装用マンション
ドアRSⅡ

次世代住宅
ポイント制度
｢次世代住宅ポイント制度｣は、消費税率10%で、
一定の性能を有する新築住宅を取得する方や
リフォームをする方に対して、さまざまな商品等
と交換可能なポイントが付与される制度です。

新築住宅を取得orリフォームを行う

消費税率10%が適用される新
築住宅またはリフォームで、｢環
境｣、｢安全・安心｣、｢健康長
寿・高齢者対応｣、｢子育て支
援・働き方改革｣に役立つ一定
の性能を有する住宅を取得す
る方が対象となります（各種条
件あり）。

環境

健康長寿・
高齢者対応

子育て支援・
働き方改革

安全・
安心

消費税10%引上げ後の
新築・リフォームを支援!
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リフォーム瑕疵保険への加入 7,000ポイント×2倍F

インスペクションの実施 7,000ポイント×2倍G

若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う
一定規模以上のリフォーム 100,000ポイントH

開口部の断熱 内窓 大  3箇所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60,000ポイント
内窓 中  1箇所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15,000ポイント

開口部の断熱 ドア 大  1箇所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000ポイント

家事ラク 宅配ボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000ポイント

開口部の断熱 内窓 小  1箇所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13,000ポイント

家事ラク 掃除しやすいトイレ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,000ポイント

開口部の断熱 内窓 小  1箇所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13,000ポイント

エコ設備 節湯水栓 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,000ポイント

家事ラク ビルトイン食器洗機 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,000ポイント
掃除しやすいレンジフード ・・・・・・・・・・・ 9,000ポイント
ビルトイン自動調理対応コンロ ・・・・・・・・・ 12,000ポイント

開口部の断熱 内窓 小  1箇所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13,000ポイント

エコ設備 高断熱浴槽 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24,000ポイント

家事ラク 浴室乾燥機 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18,000ポイント

 

合計獲得ポイント
上限 600,000ポイント

A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  =638,000ポイント

トイレ 31,000ポイント×2倍E

キッチン 56,000ポイント×2倍D

浴室・洗面所 55,000ポイント×2倍C

リビング・居室 75,000ポイント×2倍B

玄関・外まわり 38,000ポイント×2倍A

（注）1申請あたりの合計ポイント数が20,000ポイント未満の場合は、ポイント発行申請できません。

まだまだあります。

ポイント発行対象のおすすめLIXIL商品
QRコードをスマホで読み取ると商品の詳しい説明がご覧になれます。

システムキッチン

トイレ

宅配ボックス

LIXILの対象製品リストはLIXILウェブサイトでご確認いただけます。

https://www.lixil.co.jp/next/list/

ユニットバスルーム

洗面化粧台

マンション
リフォーム用窓・ドア

内窓 リフォーム用
ドア・引戸

ポイントをもらう 商品等に交換する

一戸あたり、リフォームで最大
30万ポイント、新築で最大35
万ポイントが付与されます。さ
らに、若者・子育て世帯が既存
住宅を購入しリフォームを行う
場合には最大60万ポイントが
付与されます。
※若者世帯：2018年12月21日時点で
40歳未満の世帯
※子育て世帯：2018年12月21日時点
（または申請時点）で18歳未満の子を
有する世帯

2019 年6月3日～
遅くとも2020年3月31日まで
※予算の都合により早まる場合があります

2019年10月1日～
2020 年6月30日

取得したポイントは、｢省エネ・
環境配慮｣、｢防災｣、｢健康｣、
｢家事ラク｣、｢子育て｣、｢地域
振興｣等に関連した商品等に
交換できます。
※商品券や即時交換（追加工事費への
充当）はできません

対象となる建材・設備、ポイント申請方法、交換商品の内容等については、
次世代住宅ポイント事務局ホームページで公開されています。（順次更新）

新築で

最大35万
ポイント/戸

リフォームで

最大30万
ポイント/戸

若者・子育て世帯
がリフォームで

最大60万
ポイント/戸
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Case of
リフォーム
所有者等※が施工者に工事を発注（工事請負契約）して
実施するリフォームが対象です（全ての住宅が対象）。
※個人・法人を問いません。マンション等の管理組合が実施するリフォームも対象です
《リフォームの申請には、工事前後または工事中の写真が必要です。撮り忘れた場合、ポイントの発行はされません》

※2018年12月21日～2019年3月31日に請負契約を締結するものであっても、着工が2019年10月1日～2020年3月31日となるものは特例的に対象（消費税率8%適用）

※（）内は部分断熱の場合の発行ポイント数

※集合住宅で戸別申請をする場合、玄関が専
有部分と認められている場合のみ可能です

※集合住宅で戸別申請をする場合、窓が専有
部分と認められている場合のみ可能です

※集合住宅で戸別申請をする場合、窓が専有
部分と認められている場合のみ可能です

※1 若者世帯：2018年12月21日時点で40歳未満の世帯、子育て世帯：2018年12月21日時点（または申請時点）で18歳未満の子を有する世帯
※2 自ら居住することを目的に購入した住宅について、売買契約締結後3ヶ月以内にリフォーム工事の請負契約を締結する場合に限る
※3 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限る

  ポイントがもらえる対象期間は?

  一戸あたりのポイントの上限は?

  もらえるポイントは?

〈請負契約・着工〉

2019年4月1日～2020年3月31日

若者・子育て世帯 ※1

発行ポイント数は1～9の合計となります。自ら居住することを目的に既存住宅を購入してリフォームを行う場合は
1～8のポイント数が2倍になります。（売買契約後3ヶ月以内にリフォームの請負契約を結ぶこと）
※1、2、3、4（ホームエレベーターの新設・衝撃緩和畳の設置）および6については、次世代住宅ポイント制度の事務局に登録された型番の商品を使用した工事のみが対象
※1申請あたりの合計ポイント数が20,000ポイント未満の場合は、ポイント発行申請できません

一般の世帯

〈お引渡し〉

2019年10月1日以降（消費税率10%適用）
かつ

既存住宅を購入し
リフォームを行う場合 ※2

600,000ポイント/戸

安心R住宅を購入し
リフォームを行う場合 ※2

450,000ポイント/戸

上記以外の
リフォームを行う場合 ※3

450,000ポイント/戸

上記以外のリフォームを行う場合
（オーナー、管理組合、再販業者等を含む）

300,000ポイント/戸

1箇所あたりのポイント数 × 施工箇所数のポイント数を発行

最低使用量以上の断熱材を使用する改修について、施工部位ごとに下記のポイント数を発行

100,000ポイント/戸
（50,000ポイント/戸）

外壁

32,000ポイント/戸
（16,000ポイント/戸）

屋根・天井

60,000ポイント/戸
（30,000ポイント/戸）

床

既存窓の室内側に樹脂内窓を設置し
て｢二重窓｣にする

2.8㎡以上

20,000ポイント/箇所
1.6㎡以上2.8㎡未満

15,000ポイント/箇所
0.2㎡以上1.6㎡未満

13,000ポイント/箇所

内窓の設置

内窓

大

中

小

古いサッシを枠ごと取外し、新しい断熱窓
を取付ける

外窓交換※

2.8㎡以上

20,000ポイント/箇所
1.6㎡以上2.8㎡未満

15,000ポイント/箇所
0.2㎡以上1.6㎡未満

13,000ポイント/箇所

大

中

小

単板ガラスをアタッチメント付複層ガラス
に取替える等

ガラス交換※

複層ガラス
（PG）

既存の単板ガラス

既存の障子

1.4㎡以上

7,000ポイント/枚大
0.8㎡以上1.4㎡未満

5,000ポイント/枚中
0.1㎡以上0.8㎡未満

2,000ポイント/枚小

古いドア・引戸を新しいドア・引戸に交換
する

ドア交換※

ドア:1.8㎡以上
引戸:3.0㎡以上

28,000ポイント/箇所
大

ドア:1.0㎡以上1.8㎡未満
引戸:1.0㎡以上3.0㎡未満

24,000ポイント/箇所
小

開口部の断熱改修1

外壁・屋根・天井・床の断熱改修2

インプラス 取り替える AFTERBEFORE
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旧耐震基準（昭和56年5月31日以前）により建築された
住宅を現行の耐震基準に適合させる工事にポイントを発行150,000ポイント/戸

※原則、｢バリアフリー改修促進税制における施工対象｣が次世代住宅ポイント制度の対象となります（手すりの設置・段差解消・廊下幅等の拡張には使用部材・商品に制限はありません）

下記の住宅設備の設置工事に対し、設備の種類に応じたポイント数を加算
（同じ種類の設備を複数設置しても1設備分のみのポイント加算となります）

トイレ､浴室､洗面所､玄関、
廊下、階段等

5,000ポイント/戸

手すりの設置※

屋外の出入口、浴室、脱衣室、
トイレ等

6,000ポイント/戸

段差解消※

車いすで容易に移動するため
に通路幅・出入口幅を拡張

28,000ポイント/戸

廊下幅等の拡張※

18,000ポイント/戸

ビルトイン食器洗機

18,000ポイント/戸

浴室乾燥機

戸建て住宅または共同住宅の
専有部分に新設する工事（入
替や増設は対象外）

150,000ポイント/戸

ホームエレベーターの新設

9,000ポイント/戸

掃除しやすいレンジフード

18,000ポイント/戸
（3の節水型トイレとの重複は不可）

掃除しやすいトイレ

新設または入替えにより、
4.5畳以上を設置する工事

17,000ポイント/戸

衝撃緩和畳の設置

12,000ポイント/戸

ビルトイン自動調理対応コンロ

※1  共同住宅においては、単
数のボックスなど当該住戸
用に独立して設置された
宅配ボックスに限ります

※2 例えば、1つの宅配ボッ
クスに4つのボックスが
設置されている場合は
40,000ポイントを発行

（その他条件があります）
10,000
ポイント/戸
（住戸専用※1の場合）

10,000
ポイント/ボックス※2

（住戸専用以外の場合）

宅配ボックス

専用フロふたなどがセットの
高断熱浴槽

24,000ポイント/戸

高断熱浴槽

規定水量以下で洗浄すること
ができる大便器

16,000ポイント/戸
（6の掃除しやすいトイレとの重複は不可）

節水型トイレ

手元止水・水優先吐水等の
機能を有する水栓

4,000ポイント/戸

節湯水栓

・電気ヒートポンプ給湯機
（エコキュート）
・潜熱回収型ガス給湯機
（エコジョーズ）
・潜熱回収型石油給湯機
（エコフィール）
・ヒートポンプ・ガス瞬間式
併用型給湯機
（ハイブリッド給湯機）

24,000ポイント/戸

高効率給湯機

屋根に集熱器を設置し、
軒先や屋内等に蓄熱槽を設置
※太陽光ではありません

24,000ポイント/戸

太陽熱利用システム

下記の改修工事に対し、工事の種類に応じたポイント数を加算
（同じ種類の工事を複数箇所実施しても1工事分のみのポイント加算となります）

下記の住宅設備の設置工事に対し、設備の種類に応じたポイント数を加算
（同じ種類の設備を複数設置しても1設備分のみのポイント加算となります）

対象 ：  若者・子育て世帯が自ら居住することを目的に購入した既存住宅であること / 売買契約締結後3ヶ月以内にリフォーム工事の
 請負契約を締結すること / 税込100万円以上のリフォーム工事を行うこと
 ※リフォーム工事の内容は1～6に該当しないものも含みます

100,000ポイント/戸

若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム

エコ住宅設備の設置3

バリアフリー改修4

耐震改修5
家事負担を軽減する設備の設置6

リフォーム瑕疵保険への加入
対象 ： 国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取扱うリフォーム瑕疵保険または大規模修繕瑕疵保険

7,000ポイント/契約7
インスペクションの実施

対象 ：  2018年12月21日以降に、既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士が基準に従って行う建物状況調査であること /
 ポイント発行申請者が費用負担していること / 共同住宅の場合は住戸型のインスペクションであること

7,000ポイント/戸8

9

※表示写真はポイント発行対象のおすすめLIXIL商品です

保
温
組
フ
タ

浴
槽
保
温
材

組フタ保温材

スマート宅配ポスト

アメージュZAシャワートイレ

サティスGタイプ

洗浄水量
6.5L以下
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※2018年12月21日～2019年3月31日に請負契約を締結するものであっても、着工が2019年
10月1日～2020年3月31日となるものは特例的に対象（消費税率8%適用）

※1申請あたりの合計ポイント数が20,000ポイント未満の場合は、ポイント発行申請できません

  ポイントがもらえる対象期間は?

  もらえるポイントは?

〈請負契約・着工〉 〈お引渡し〉

2019 年4月1日～
2020 年3月31日

2019年10月1日以降
（消費税率10%適用） 

かつ

Case of
新築住宅
所有者が自ら居住する住宅が対象です（借家は対象外）。

注文住宅の新築

1  一定の性能を有する住宅

2  耐震性のない住宅の建替

3  家事負担を軽減する設備を設置した住宅

新築分譲住宅の購入
所有者となる方が発注（工事請負契約）するもの

※完成済み住宅購入の場合、2018年12月20日までに完成し（建築基準法に基づく検査済証発
行）、2018年12月21日以降完成から1年以内に売買契約、2019年10月1日以降に引渡しを
受けたものが対象

〈請負契約・着工・売買契約〉 〈お引渡し〉

2018 年12月21日～
2020 年3月31日

2019年10月1日以降
（消費税率10%適用） 

かつ

販売会社等が発注し、所有者となる方が購入（不動産売買契約）する新築住宅

 
1戸あたり
上限 350,000ポイント

下記の住宅設備の設置工事に対し、設備の種類に応じたポイント数を加算（同じ種類の設備を複数設置しても1設備分のみのポイント加算となります）
※次世代住宅ポイント制度の事務局に登録された型番の商品を使用した工事のみが対象となります

旧耐震基準で建築された住宅を2018年12月21日以降に除却し、新築または分譲住宅を購入する場合

150,000ポイント/戸

300,000ポイント/戸
下記4項目のいずれかの
性能に適合する場合 50,000ポイント/戸

左記に加え､さらに性能の
高い住宅を取得する場合

エコ 認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

性能向上計画認定住宅

ZEH

断熱等性能等級４または
一次エネルギー消費量等級４以上

長持ち 劣化対策等級３かつ維持管理対策等級２以上
（共同住宅及び長屋については一定の更新対策を含む）

耐震 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上または
免震建築物

高齢者等配慮対策等級３以上（共同住宅等の場合は
共用部分も高齢者等配慮対策等級3以上であること）

バリアフリー

発行ポイント数は下記の　 +    +    の合計となります。1 2 3

※除却工事の発注者と新築住宅の所有者（ポイント発行申請者）が同一であることが必要
※除却住宅の敷地と新築住宅の敷地は別敷地でも可
※住宅に付属する離れ、小屋、納屋等の除却は対象外
※分譲事業者が除却する場合は対象外

+

宅配ボックス

10,000ポイント/戸

掃除しやすい
トイレ
18,000ポイント/戸

浴室乾燥機

18,000ポイント/戸

ビルトイン
自動調理対応コンロ
12,000ポイント/戸

掃除しやすい
レンジフード
9,000ポイント/戸

ビルトイン食器洗機

18,000ポイント/戸
※各住戸専用のもので他の住
戸用のボックスと一体となって
いないものに限る※表示写真はポイント発行対象のおすすめLIXIL商品です

スマート宅配ポストサティスGタイプ
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ポイント発行対象になる工事等の時期

制度全体の流れ

注文住宅の新築

新築分譲住宅の購入

リフォーム

消費税率10％適用

消費税率8％適用

耐震性のない
住宅の建替

新築分譲住宅の購入

新築分譲住宅の購入
（完成済み購入タイプ）

耐震性のない
住宅の建替

消費税率10％適用

消費税率8％適用

インスペクション

既存住宅の購入

工
事
等
の
時
期

交換商品
提供事業者

建
築
主
等（
申
請
者
）

工
事
等
の
時
期

工
事
等
の
時
期

2018年
12/21

2018年
12/21

2018年
12/21

2019年
4/1

2019年
4/1

2019年
4/1

2019年
10/1

2019年
10/1

2019年
12/20

2019年
10/1

2020年
3/31

2020年
3/31

2020年
3/31

2020年
9/30

2020年
9/30

2020年
9/30

2021年
3/31

2021年
3/31

2021年
3/31

2021年
9/30

2021年
9/30

2021年
9/30

工事請負契約

2  ポイント発行申請※1

3  ポイント発行

4  ポイントの商品交換申請

6  交換商品提供

5  交換商品提供依頼

工事請負契約（着工前に締結する既存契約の変更契約を含む）

工事請負契約

工事請負契約

工事請負契約

着工

売買契約

着工

引渡し

引渡し

引渡し

着工

着工

除却

除却

引渡し

2019年4/1以降

2019年4/1以降

2019年10/1以降

2019年10/1以降

2019年10/1以降

2019年10/1以降

2019年10/1以降

2019年10/1以降

着工工事請負契約締結後

工事請負契約締結後

完成から１年以内

工事請負契約締結後

引渡し着工後

引渡し工事着手後

ポイント発行申請期限まで※

ポイント発行申請期限まで※

ポイント発行申請期限まで※

ポイント発行申請期限まで※

ポイント発行申請期限まで

ポイント発行申請期限まで※

ポイント発行申請期限まで※

ポイント発行申請期限まで※

インスペクションの実施
ポイント発行申請期限まで※

※工事完了前申請の場合は完了報告期限まで（完了報告の最終日は戸建住宅が2020年9/30、共同住宅等〈階数10以下〉が2021年3/31、共同住宅等〈階数11以上〉が2021年9/30）

※1 ポイント発行申請は、原則、対象住宅の所有者となる方等が行うが、工事施工者や分譲事業者が代理で行うことも可能。なお代理申請を行う場合でもポイントは申請者へ発行。

※戸別申請で標準的な場合を示したもの

※工事完了前申請の場合は完了報告期限まで（完了報告の最終日は戸建住宅が2020年9/30、共同住宅等〈階数10以下〉が2021年3/31、共同住宅等〈階数11以上〉が2021年9/30）

※工事完了前申請の場合は完了報告期限まで（完了報告の最終日は戸建住宅・共同住宅等〈耐震改修なし〉が2020年9/30、共同住宅等〈耐震改修あり・階数10以下〉が2021年3/31、　
　共同住宅等〈耐震改修あり・階数11以上〉が2021年9/30）

2020年3/31まで

2020年3/31まで

2020年3/31まで

2020年3/31まで

2020年3/31まで

2020年3/31まで

2020年3/31まで

売買契約
2019年12/20まで

完成から１年以内完成

売買契約工事請負契約締結前３ヶ月以内

工
事
施
工
者

1  注文住宅の新築、リフォーム

分
譲
事
業
者

1  新築分譲住宅の購入

事務局
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https://www.lixil.co.jp/
会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで ●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、
　上記オフィシャルサイトからご確認ください。

04 2019.9.30発行業務用

LIXIL次世代住宅ポイント制度専用コールセンター
次世代住宅ポイント制度及び対象製品に関する問い合わせ窓口です。

- -
受付時間 平日・土日・祝日 9：00～17：00（夏季休業日・年末年始を除く）

Q&A
よくあるご質問

ポイント申請は、
だれが行うのですか？Q
原則、対象住宅の所有者が申請をすることとなっていま
すが、工事施工者や分譲事業者が代理で行うことも可
能です。

A

期間中、何回もリフォームを
行って、複数回申請することは
可能ですか？

Q
同一住宅で行うリフォーム工事は上限の範囲内で複数
回申請することができます。ただし、それぞれの申請に
発行されたポイントを合算して交換利用することはでき
ません。

A

キャッシュレス・
消費者還元事業との
併用はできますか？

Q
リフォームについては併用することが可能です。A

ポイントを申請する時期は
いつのタイミングですか？Q
ポイント発行の申請は工事完了後に行います。ただ
し、｢注文住宅の新築｣、｢新築分譲住宅の購入｣および
｢1千万円以上（税込）のリフォーム工事｣については工事
完了前であっても、申請に必要な書類が整えばポイン
ト発行申請は可能です。その場合には工事完了後に完了
報告が必要です。（同一建物内の複数の住戸に対してリ
フォーム工事を発注する方も一括して工事完了前ポイント
発行申請を行う必要があります。）

A

ポイント交換申請は複数回に
分けて申請できますか?Q
申請期間内であれば可能です。A

住宅ローン減税と
併用はできますか？Q
併用できます。住宅ローン減税、すまい給付金（所得制
限あり）、住宅取得に伴う贈与税非課税枠は併用可能で
す。ただし、住宅ローン減税とその他３つの制度を併用
する場合は、交付額や受贈額を住宅の取得価額等から
差し引く必要がある場合があります。

A

！  次世代住宅ポイント制度の最新情報は、下記にてご確認ください。

https://www.lixil.co.jp/next/

●LIXILウェブサイト ●次世代住宅ポイント事務局ホームページ

　LIXIL　次世代住宅ポイント制度 検索
https://www.jisedai-points.jp/

　次世代住宅ポイント制度 検索
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