
秋田県家電の省エネ促進生活支援事業

参加店説明会
2023.2.21

秋田県PRキャラクター
「んだッチ」



事業概要



事業の目的

秋田県では、家庭におけるエネルギー費用負担の軽減及び

二酸化炭素排出量の削減を図ることを目的として、

省エネ性能の高い家電製品の購入を支援します。

製品価格は高いですが、ランニングコストで価格差を

解消し得ることを説明し、温暖化防止につながる

省エネ家電の購入を県民の皆様に、

提案していただければと思います。
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事業概要①

キャンペーン名 あきた省エネ家電購入応援キャンペーン

事業主体 秋田県（担当課：生活環境部 温暖化対策課）

対象者 秋田県在住の個人／ただし申請は一世帯に限り１回限り

実施期間中、環境省の「うちエコ診断」を実施するとともに、

キャンペーン参加店舗から対象製品（新品に限る）を購入・設置し、

助成を申請した個人に対し、商品券等を助成します。

キャンペーン内容

※事業者は対象外
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事業概要②

参加店舗の募集期間

令和5年3月6日（予定）～令和5年12月28日(木)※

※事業期間終了までに、対象機器の支払いや設置済で事務局に申請が完了しており、
かつ申請書類に不備がない方のみが助成対象となります。

令和5年2月21日(火)～令和５年9月29日(金)

※参加店登録前に販売したものは、事業期間内であっても
キャンペーンの対象外です。

交付額 4億2,500万円

購入・設置対象期間

申請受付期間

※ポイントによる助成は212,500千円まで

※予算額に達し次第終了
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全体スキーム

キャンペーンサイト

対象店舗申請

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
メール等で受取

事務局

承認店舗へ
専用チケットを送付

専用チケットを受取

チケット

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

チケットのQRへ
アクセス

申請フォームを入力

事務局

申請内容を審査
承認or非承認

ギフト交換メールや
郵便にて受取

好きな還元メニュー
と交換

参加店

事務局

助成対象者

うちエコ診断
フォロー

（地域協力店）

事務局・コールセンターをハブとし、事業者・県民が手軽に参加できる魅力的なキャンペーンを展開

参加事業者や県民の手間を可能な限り省くスキームでキャンペーンを展開します。また、事務局/コールセンターが正しく機能することで双方に寄り添い、

参加店での家電購入～ポイント助成までを確実に実施いたします。

6



対象となる製品（２種）

対象製品は「省エネ型製品情報サイト」に掲載されているものです。

https://seihinjyoho.go.jp/

（ア）エアコン（統一省エネラベルの省エネ性能が4つ星以上）
※令和4年10月1日の改正前の旧ラベルの基準。改正後の新ラベルの場合は、3つ星以上。

（イ）冷蔵庫（統一省エネラベルの省エネ性能が3.5星以上）
※冷凍庫は対象となりません。

※キャンペーン特設サイトへも掲載予定

（参考）省エネ製品買換ナビゲーション「しんきゅうさん」

※買換製品との電気料金の比較が可能。お客様への提案の際にご活用ください。

https://ondankataisaku.env.go.jp/shinkyusan/
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助成の額

1台あたり 本体購入額の20% ※最大20,000円相当

（税抜、取付費・撤去費・配送費・店舗独自のポイント割引額等は除く ※千円未満切り捨て)

複数台購入の場合は、上限100,000円相当（各製品の助成相当額の合計)

秋田県内に本店がある

地域協力店で購入した場合
さらに5,000円相当を加算

キャンペーン予算の上限に達し次第、申請期間内であっても終了となります。
★先着順となります。★申請は設置後になります。★申請は1世帯１回限りとなります。
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助成額の計算例

統一省エネラベル4つ星以上の対象エアコンを、本体価格258,300円(税込み)＋取付費19,000円を

店舗独自の本体価格割引3,000円相当(ポイント)を使用し、地域協力店で購入した場合

本体価格の税抜きかつ割引後の231,818円の20％＝46,363円
1台につき上限20,000円相当、かつ地域協力店（＋5,000円相当）での購入のため、

20,000円＋5000円 25,000円相当の商品券等を交付

A

統一省エネラベル3.5星以上の対象冷蔵庫、本体価格79,600円(税込み)＋配送費5,000円を

キャンペーン参加店で購入した場合B
本体価格の税抜き価格72,363円の20％＝14,472円

千円未満は切り捨てのため、14,000円相当の商品券等を交付

同一人物が、A＋Bを対象期間内に購入・設置し、かつ同時申請した場合、交付額は39,000円相当
※Aを申請した後にBを追加で申請するのは不可。Bが地域協力店であっても加算対象額はAの5,000円相当のみとなる。
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商品券等の種類

申請時、下記の3種類から選んでいただきます(いずれか1種類／混合不可)

キャッシュレス決済サービスのポイント
（giftee Boxセレクト）

JTBナイスギフト(商品券)

※JCBギフトカード取扱店で利用可能

QUOカード

giftee Boxとは？

１ 2 3

giftee Box SELECTのポイントの
助成が上限に達した場合は商品券
又はQUOカードになります。

※申請から2週間程度での交付を見込んでいます。
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Ｗキャンペーンのお知らせ

エコ家電購入応援キャンペーンは、地球温暖化対策につながる

環境にやさしい取組を促す「あきエコどんどんプロジェクト」の対象

にもなっています。

購入者にも積極的におすすめいただきますようお願いします。

あきエコアプリのIDを申請フォーム等にご入力い
ただくと、当キャンペーン利用者に抽選（100
名様）で県産品（1万円相当）をプレゼント
します。登録がまだの方はこの機会にぜひご登
録ください。※当選者の発表は商品の発送を
もってかえさせていただきます。

Wチャンスで県産品が当たる！

あきエコどんどんプロジェクトとは？
参加店でレジ袋辞退などの環境にやさし

い行動をしてお店にあるＱＲコードを読

み取るとポイントが貯まり抽選で賞品が

当たるサービスです。

この機会にアプリダウンロードを進めてくださいますようご協力お願いします。
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参加店申請方法



参加店舗要件

基本要件
（通常店）

地域協力店

●秋田県内に所在する実店舗（営業所等含む）であること。EC店舗等は対象外。

●対象製品に統一省エネラベルを表示し、省エネ性能等について適切に案内すること。

●キャンペーンの広報宣伝、購入者への説明、助成対象者の申請補助、助言等を行うこと。

基本要件に加え、下記要件を満たす店舗については「地域協力店」登録をすることが可能です。

●秋田県内に実店舗である本店がある。

●利用者が行う「うちエコ診断（環境省）」や助成申請の支援を行うこと。
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店舗申請方法について

参加店舗の募集期間 令和5年2月21日(火)～令和５年9月29日(金)

「あきた省エネ家電購入応援キャンペーン

参加店舗登録申請書」に必要事項を記入し、

事務局にメール又はFAXにて送信ください

▼登録申請書の入手方法（メール又はFAX）

件名に「参加店申請書希望」、本文に「店舗名」と記入の上、事務局宛に

送信をお願いします。事務局からのご返信にて申請書をメール又はFAXに

てお送りいたします。

事務局メールアドレス

事務局FAX番号

info@akita-shoene.jp

018-838-7671
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店舗審査について

参加店舗は審査登録制です。
申請書類に不備・虚偽がないと確認できるまで、
参加登録はできませんのでご注意ください。

審査結果の通達および参加店ツールの発送まで、1週間程度
かかります。多数のお申込みがあった場合、さらに時間を要する
場合がありますので、ご了承ください。

参加店登録前に販売したものは、事業期間内であっても
キャンペーンの対象外です。
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参加店ツール(配付物)



配付物について（予定）

全店共通

A2ポスター(片面)

通常店も地域協力店も同じデザインとなります。
お客様に見える箇所に掲示・設置ください。

A4チラシ(両面)

ステッカー
(180×180㎜、シールタイプ)

対象製品POP(名刺サイズ) 店内で販売している対象商品に貼付等してお使いください。

申請チケット(ハガキサイズ)
対象製品を購入のお客様へお渡しするチケットです。
保管・取り扱いにご注意ください。

本キャンペーンのマニュアル、
Q&A、郵送用申請書類等

本キャンペーンに関するマニュアル・誓約書・助成申請書等
※誓約書や助成申請書等が不足した場合は、コピーをしてお使い
ください。キャンペーンサイト(3月上旬公開)からダウンロードも可能
です。

地域協力店 限定

A2短冊ポスター(片面) お客様に見える箇所に掲示・設置ください。

のぼり旗(防炎)
お客様に見える箇所に掲示・設置ください。
なお、ポールやウェイトの支給はありません。
各店でご用意をお願いします。

17



申請チケットについて（圧着ハガキ）

▼外面 ▼中面

▲めくって開く圧着式

チケットには一枚ずつ異なるコードが印字されており、
申請の際には、このコードを入力する必要があります。
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キャンペーン期間中の対応



参加店舗において必要な対応

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をお願いします。

▼チラシデザイン案 ▼参加店ステッカー案 ▼対象製品貼り付けPOP案

●初回配送後、販促資材追加のご要望は随時承ります(ステッカーやのぼり等一部制限あり)。お気軽に事務局にご相談ください。

●キャンペーンサイト(3月上旬公開)にもダウンロードしてご利用いただけるPOP等を公開してまいりますのでご自由にお使いください。
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対象製品購入・設置時の対応

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。

0 1

・再発行不可

・ 1世帯1回のみの
申請であることを必ず
お伝えください

0 2

チケット配付

複数店舗で対象製品を購入した、期間をずらして購入した等で複数のチケットをお持ちの方も、
期間中1度しか申請できません。必ずまとめて1度に複数台を申請する必要があります。

その場合はお手持ちの全ての申請チケット番号が必要です。

・1世帯につき1枚

・重複申請不可

・本人確認済みの方

秋田県に在住で、自らが居住する
県内の自宅に設置する方が対象

・運転免許証 ・パスポート・マイナンバーカード
・健康保険証 ・公共料金の領収書など
店舗でのコピー保管等は必要ありません

すでに住所や氏名が登録された会員カード
がある場合など、店舗登録情報により確認
できれば可とします

本人・設置場所確認

（住所と設置場所が一致していること）

チケットの二重受取防止の
ため、レシートなどに押印又
は署名し、チケットの引き渡
しが確認できるようにしてく
ださい。

0 3

レシートへの押印

済

事業所への設置

であることが判明

した場合は、直ちに

事務局へご連絡

ください。

配送・取付の際は、住
居への設置であること
を確認してください。

本体価格等、内訳が明記された
レシート（領収書）や場合によっ
ては誓約書が必要になります。店
舗側で発行されたレシート・領収
書等に不備がある場合、申請不
備となりますのでご注意ください。

04

必要書類のお渡し 住居への設置

05
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申請必要書類の準備および申請補助

申請は購入者本人が行いますが、購入者から求めがあった場合は
店舗において申請のサポートをお願いします。（地域協力店は必須）

▼申請チケット中面にも必要書類の

詳細を記載しております。

申請はキャンペーンサイトの申請フォーム(3月上旬公開)でのオンライン申請のほか、郵送でも受付いたします

必ず本体購入額が分かる
ように内訳を明記して発行
してください。
取付費・撤去費・配送費・
店舗独自のポイント割引
額等全てを含んだ一括金
額の領収証では、申請は
できません。

設置後の申請となります。
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誓約書の記入例

・対象製品設置に係る証明書がない場合

購入者にご記入いただきます

参加店従業員が押印または記入してください

【記入済み誓約書のお渡し】

誓約書は購入者がキャンペーン申請する際に
必要になりますので、必ず渡してください

誓約書が必要なケース

・製品の設置を店舗ではなく、購入者自らが行う場合。
・店舗側が取付工事注文書や、配送注文書などの
証明書類を発行できない場合。

※店舗記入欄は購入者に記入いただく
前に予め記入しておいてください
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うちエコ診断のサポート(地域協力店)

購入者が環境省の「うちエコ診断（WEB版）」を受診する際、
必要に応じてサポートを行ってください。（地域協力店は必須）

申請の際は必ずうちエコ診断
結果が必要です。

キャンペーンサイト(3月上旬公開)に「うちエコ診断ガイド」を
掲載いたしますのでご参考ください。

パソコンやスマートフォンから「うちエコ診断WEBサービス」へ
アクセスしてください。
https://webapp.uchieco-shindan.jp/
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購入後のキャンセル(返品)があった場合

キャンペーンチケットを配付した購入に係る製品の返品があった場合

申請チケット、レシート写し、保証書写しを事務局に
送付いただくことが必要となる場合があります。
必ず事務局にご連絡をお願いいたします。
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Q&A

Q.予算の上限に達しそうなタイミングになったら連絡はもらえますか。

A.早期終了が想定される際、キャンペーンの申請受付終了の2週間前を目途に通知することを
想定しています。

Q.申請チケットは各自での管理になりますか。又、定期的な配付枚数の報告はありますか。

A.申請チケットは店舗での管理をお願いします。定期的な配付枚数の報告は不要です。

Q.二世帯住宅の場合はそれぞれの世帯での申請になりますか。

A.世帯ごとの申請になります。ただし、別世帯であることがわかる書類を添付してください
（公共料金の請求書や領収書など別々に支払いをしていることがわかる書類）。

Q.申請に必要なレシートなどは原本が必要ですか。

A.コピー又はスマホ等で撮影した画像で申請してください。
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お問い合わせについて

あきた省エネ家電購入応援キャンペーン事務局(参加店問い合わせ)

TEL.018-838-7661
あきた省エネ家電購入応援キャンペーンコールセンター(一般の方対象)

TEL. 018-803-6863 (3月1日スタート)

https://akita-shoene.jp/「あきた省エネ家電購入応援キャンペーン」特設サイト (3月上旬公開)

info@akita-shoene.jp

【受付時間】（土日祝含む）10:00～19:00

キャンペーン事務局
メールアドレス
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質疑応答

会場ごとに順番に発言をお願いします。

なお、誠に申し訳ございませんが、オンライン参加の方は
下記メールアドレスまで質問を送信ください。

info@akita-shoene.jp

オンライン参加申込アドレスと同じアドレスです

説明会後に、皆さまからいただいた質問をまとめてご返信いたします。
※スターターキットへの同封やキャンペーンサイトにも公開いたします。

mailto:info@akita-shoene.jp
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