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・本パンフレット記載内容に変更が生じた場合は、速やかに当センターのホームページにて公表いたします。
・補助金申込書はエコキュートメーカー各社に配布してあります。入手については、購入を予定されるメーカー・販売店にお問い合わせください。
 電力会社の主な営業窓口にも配布してあります。
・入手が困難な場合は、当センターよりお送りいたします（送料はご負担いただきます）。電話またはＦＡＸにてご請求ください。
・補助金申込書および補助金交付申請書類の受付は、「郵送」により当センターの「私書箱」に到着した現物をもって行います。
 なお、当センターでは、郵便事故等による責任は負いかねます。
・当センターへの持参、宅配便・バイク便等の郵送以外の手段による提出書類は受け付けることができません。
・当センターでは料金が不足している郵便物は受け取ることができません。郵送する際は料金が不足しないように注意してください。

http://www.jeh-center.org

お問い合わせ・お申込み・書類の送付先はこちら

一般社団法人  日本エレクトロヒートセンター 「エコキュート導入補助金」受付係
〒103-8672　郵便事業株式会社　日本橋支店　私書箱122号

TEL．03-5614-7855 FAX．03-5614-7851 受付時間（月～金）9：30～17：00
（祝日、年末年始を除く）

詳しくはホームページをご覧ください。  

※申込み後にお問い合わせをいただく際には、補助金申込書および補助金申込書控えに記載の「申込番号（12桁の数字）」が必要となります。

エコキュート導入補助金を申請または受給される皆様へのお願い

現在、国の補助金事業における補助金の不正受給等の不正行為につきましては、法律等におきましても厳しい処分がなされております。
各省庁においては、虚偽申請等による補助金の不正受給の事実が認められた場合、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に
基づき、申請者に対する交付決定の取り消し、補助金返還請求等の措置を講じることと致しております。
当センターとしましても、不正行為に対しましては厳正に対処致します。
申請される皆様におかれましては、以下につきまして、格段のご留意をいただきますよう宜しくお願い申し上げます。

　エコキュート導入補助金制度における補助金の

交付については、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

施行令（昭和３０年政令第２５５号）およびその他の

一般の法令の定めに基づき、適正に交付され

なければなりません。

　つきましては、次に例示するような行為について

は、適正な補助金交付に著しく反するものである

ため、関係機関との協調により厳正に対処致します。

（１）他人名義、架空名義等の申込みによる補助金

申請の権利確保を目的とし、他の申込者を

排除するような行為

（２）受理されていない補助金申込書・補助金交付

申請書の受理および補助金交付を強要する

ような行為

（３）補助金制度が不当との理由による補助金交付

を強要するような行為

（４）偽りの補助金申込書や補助金交付申請書類

の改ざん等の記載により補助金の交付を

受けた事実が認められた場合

（５）同一のエコキュートに対して複数の補助金

申込書を提出し、実際に複数の補助金の交付

を受けた事実が認められた場合

　特に、不正な申込み行為や受理の強要行為等に

より、実際に補助金の交付を受けた場合、次の

ような厳しい罰則が適用されます。

補助金交付の適正化（不正行為の摘発）

補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律（昭和３０年法律第１７９号）

第６章　 罰則
第２９条 偽りその他不正の手段により補助

金等の交付を受け、又は間接補助
金等の交付若しくは融通を受けた
者は、５年以下の懲役若しくは１００
万円以下の罰金に処し、又はこれ
を併科する。

　 ２　   前項の場合において、情を知って
            交付又は融通をした者も、また
            同項と同様とする。

●　●　●

　エコキュートが実際に設置されていることを確認するため、設置先住所を電気の供給区域とする電力会社に、次にあげる補助金交付申請
書類に記載された申請者情報を提供し、エコキュートの設置確認を依頼します。

電気のお客さま番号　 申請者名　 設置先住所　 連絡先電話番号　 エコキュートの設置工事完了日　 設置台数　 メーカー名
　 機種名(型式)　

■電力会社へのエコキュート設置確認の依頼について

　本補助金制度では同一のエコキュートに対して補助金を交付できませんので、過年度補助金交付事業団体に対して、次にあげる補助金
交付申請書類に記載された申請者情報を提供し、既に補助金が交付されているか確認します。

申請者名　 設置先住所　 連絡先電話番号　 エコキュートの設置工事完了日　 設置台数　 メーカー名　 機種名(型式)　

■過年度補助金交付事業団体への補助金の重複交付の調査の依頼について

　申請者は補助金交付申請書類を作成するにあたり、法令に反しない限りにおいて、エコキュートの販売店等に対して、その手続きの代行
を依頼することができます※。（当センターからの通知・連絡・書類の返却等は、原則として、申請者本人宛となります。）
　なお、手続きの代行を依頼した場合であっても、補助金交付申請書類を提出する際には、提出書類の不足、内容の不備および提出期限日
を越えてからの補助金交付申請書類の到着等のトラブルの原因とならないよう、必ず申請者本人が内容を確認のうえ、申請者本人が提出
（郵送）されることをお勧めします。
　※当センターから手続代行停止措置を受けている販売店等（当センターのホームページに掲載）に対して、手続きの代行を依頼することはできません。

■手続代行者への依頼について
CO2冷媒ヒートポンプ給湯器

一般社団法人 
日本エレクトロヒートセンター

「エコキュート」は、
CO2冷媒ヒートポンプ給湯器の愛称です。

環境に優しい
エコキュートの導入には、
国の補助金制度が
ご利用いただけます。

平成21年度

エコキュート
導入補助金制度のご案内

●高効率給湯器導入促進事業費補助金●
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一般社団法人 日本エレクトロヒートセンター（平成21年4月1日に「有限責任
中間法人  日本エレクトロヒートセンター」から名称を変更いたしました）は、
平成21年度 経済産業省資源エネルギー庁「高効率給湯器導入促進事業費
補助金」に係る補助事業者の公募手続きにより採択された事業者です。16
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補助金の募集スケジュールについて

　エコキュート導入補助金制度は、これからエコキュート(CO2冷媒ヒートポンプ給湯器)を
住宅等に設置して使用することを予定している方に対して、その購入費用の一部に充てる
ために補助金を交付する制度です。　

補助金制度の概要（応募要件、補助金額等）について1 2

区　　分 １台あたりの補助金額

41,000円／台

41,000円／台

1 家庭用　

家庭用リース(リース契約で使用する場合)2

■補助金の申込区分とエコキュート
　の１台あたりの補助金額
■補助金の申込区分とエコキュート
　の１台あたりの補助金額

1．家庭用のエコキュートを設置する場合

加熱能力区
分 １台あたりの補助金額

80,000円/台

指定機器番号

Ａ で始まる4ケタ

B で始まる4ケタ

C で始まる4ケタ

D で始まる4ケタ

E で始まる4ケタ

F で始まる4ケタ

G で始まる4ケタ

H で始まる4ケタ

130,000円/台

3

　　　 5ｋW未満　

5ｋW以上10ｋW未満　

250,000円/台10ｋW以上20ｋW未満　

380,000円/台20ｋW以上30ｋW未満　

500,000円/台30ｋW以上40ｋW未満　

610,000円/台40ｋW以上50ｋW未満　

730,000円/台50ｋW以上60ｋW未満　

850,000円/台　　　 60ｋW以上　

2．業務用（リースを含む）のエコキュートを
　設置する場合
加熱能力により、以下の8段階の補助金額となって
おります。

　下記のスケジュール表で、ご自身がエコキュートの設置(据付)を予定している時期が、どの
「設置工事期間」にあたるのかをご確認のうえ、エコキュートの設置工事を着工する前に、該当
する「募集期間」にお申込みください。 ※補助金を申し込む前にエコキュートの設置工事を着工している場合は補助金

　交付の対象外となりますので、補助金を申し込むことはできません。

■【家庭用】・【家庭用リース】のスケジュール

募集期

第 1 期

募集期間（注１）（注2） 設置工事期間 設置工事完了期限日 補助金交付申請書類（注3）
提出期限日

平成21年4月23日（木）
～平成21年6月26日（金）

受理を確認できた日
～平成21年8月20日（木）

平成21年8月20日（木） 平成21年8月28日（金）

第 2 期
平成21年6月29日（月）
～平成21年8月28日（金）

受理を確認できた日
～平成21年10月20日（火）

平成21年10月20日（火） 平成21年10月30日（金）

第 3 期
平成21年8月31日（月）
～平成21年10月30日（金）

受理を確認できた日
～平成21年11月30日（月）

平成21年11月30日（月） 平成21年12月11日（金）

第 4 期

第 5 期

平成21年11月2日（月）
～平成21年12月25日（金）

受理を確認できた日
～平成22年1月27日（水）

平成22年1月27日（水） 平成22年1月29日（金）

平成22年1月5日（火）
～平成22年1月29日（金）

受理を確認できた日
～平成22年2月11日（木）

平成22年2月11日（木） 平成22年2月15日（月）

注1．募集は各期とも【先着順】にて受け付けます。
注2．募集期毎の予算には限りがあるため、募集期間中に申込額の合計が予算額に達した場合は抽選となります。
　   詳細については10ページの「補助金申込書の受付について」をご覧ください。
注3．補助金交付申請書類とは、補助金交付の申請時に必要な「平成21年度 補助金交付申請書(兼設置工事完了報告書 兼取得財産等明細表)」
　   および「添付書類」のことです。
注4．第5期募集台数につきましては、若干数となる見込みです。

■【業務用（リースを含む）】のスケジュール

募集期

第 1 期

募集期間（注１）（注2） 設置工事期間 設置工事完了期限日

平成21年4月23日（木）
～平成21年6月26日（金）

受理を確認できた日
～平成21年10月20日（火）

平成21年10月20日（火） 平成21年10月30日（金）

第 2 期
平成21年6月29日（月）
～平成21年8月28日（金）

受理を確認できた日
～平成21年11月30日（月）

平成21年11月30日（月） 平成21年12月11日（金）

第 3 期
平成21年8月31日（月）
～平成21年10月30日（金）

第 4 期
平成21年11月2日（月）
～平成21年12月25日（金）

受理を確認できた日
～平成22年1月27日（水） 平成22年1月27日（水） 平成22年1月29日（金）

受理を確認できた日
～平成22年2月11日（木）

平成22年2月11日（木） 平成22年2月15日（月）

注1．募集は各期とも【先着順】にて受け付けます。
注2．募集期毎の予算には限りがあるため、募集期間中に申込額の合計が予算額に達した場合は抽選となります。
　   詳細については10ページの「補助金申込書の受付について」をご覧ください。
注3．補助金交付申請書類とは、補助金交付の申請時に必要な「平成21年度 補助金交付申請書(兼設置工事完了報告書 兼取得財産等明細表)」
　   および「添付書類」のことです。

1．エコキュートを購入して使用する方が申し込むこと
  （販売目的、譲渡目的で設置する場合は対象外）
2．補助金交付の対象となっているエコキュートの設置を
予定していること
  （メーカーの申請に基づき、平成21年度補助対象給湯器
    として指定されたエコキュートに限る）
3．エコキュートの設置(据付)前に申し込み、受理の確認後
に設置(据付)すること
4．設置工事完了期限日および補助金交付申請書類提出
期限日を厳守できること
5．他の国庫補助金と重複して補助を受けないこと
6．電力会社および過去の補助金交付団体への個人情報
提供に同意できること
7．エコキュートを６年(法定耐用年数)以上使用できること

■補助金の応募要件■補助金の応募要件
応募には、次の全ての応募要件を満たすこと
が必要となります。

補助金交付の対象となる費用は次の の
機器費の合計（税抜）となります。

※新規購入のみ対象となり
　ます。
  （中古品、展示品等は補助
　対象外）

■補助金交付の対象となる費用(機器費)■補助金交付の対象となる費用(機器費)

ヒートポンプユニット 

貯湯タンク

台所リモコン 

風呂リモコン

※その他の付属部品、配管
　等の設置に係る工事費用
　は含みません。

ヒートポンプユニット
貯湯タンク

補助金の募集には「家庭用」と「業務用」があり、
それぞれ募集期※が設けられています。

■補助金の募集方法■補助金の募集方法

※詳細は3ページ「募集スケジュールについて」をご覧ください。

募集期 募集の受付方法募集

家庭用

業務用

先着順

先着順

年5期(5回)に分けて募集

年4期(4回)に分けて募集

本制度はエコキュートの購入に伴うキャッシュ
バックではありません。補助金の交付を受ける
場合は制度および申請の方法を十分に理解
したうえで、正しく手続きを行っていただく
必要があります。

　不正な手段（虚偽内容での報告・書類の改ざん等）
により補助金を受給したことが認められた場合は
『補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律』
に反する行為として刑事罰の対象となります。
　当センターとしましても、審査の過程において
不正な申請行為が確認された場合については、
ただちに補助金交付申請の資格を失効させる等の
厳正な対処をいたします。　　　　  （16ページ参照）

■補助金を申請または受給される
　皆様へのお願い
■補助金を申請または受給される
　皆様へのお願い

補助金交付申請書類（注3）
提出期限日

（注4）
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補助金の申込方法等について補助金交付の手順（交付までの流れ）について3 4

（注1）当センターに補助金申込書が到着した日から数えて約4営業日目（到着した日は含まず）に受理の結果（受理されたか受理されなかったか）を公表いたします。
（注2）受理の結果を確認する際には、補助金申込書および補助金申込書控えの右上部分に記載の「申込番号(12桁の数字)」が必要となります。
（注3）審査の進捗状況を確認する際には、補助金申込受理通知書に記載の「受理番号(「B」から始まる12桁の英数字)」が必要となります。
（注4）審査、手続き等の関係で、交付（振込み）までに期間を要することがありますので、ご了承ください。

申請者 国

補助金の申込み（5～10ページ参照）
エコキュートの設置工事を着工する前に
「補助金申込書」にて補助金の申込みを
行ってください。
 
※補助金を申し込む前に着工している場合は
補助金交付の対象外となります。

補助金申込受理通知書の送付
審査の結果、受理を決定しましたら
「補助金申込受理通知書」および補助金
交付申請時に必要な「補助金交付申請書」
等を申請者宛に送付します。
 
※受理されなかった方への電話・通知書類等に
よるご連絡はいたしません。

補助金申込書の受付・審査
先着順にて受け付けた「補助金申込書」
の内容について【受理できる】か【受理
できないか】を審査します。

補助金交付申請書類の審査
当センターでの書類審査の後、電力会社
への設置確認、審査委員会による審査
を行います。

交付決定通知書の送付
補助金の額の確定通知書の送付
審査が全て終了し、交付を決定した場合
に申請者宛に送付いたします。

補助金交付の申請（10～15ページ参照）

エコキュートの設置工事が完了しましたら、
「補助金交付申請書」を必要な「添付書類」
とともに速やかに提出してください。
 
※決められた提出期限日までにご提出がない
場合は補助金の交付対象外となります。

受理の確認（5ページ参照）

「補助金申込受理通知書」を受領し、
受理されたことをご確認できたら、エコ
キュートの設置工事を着工してください。

補助金の受領 補助金の交付

交付決定通知書の受領
補助金の額の確定通知書の受領

エコキュートの設置工事の完了
エコキュートの設置工事の着工

※受理を確認する前に着工している場合や、決めら
れた設置工事期間内に設置工事が終わらない
場合は補助金交付の対象外となります。

補助金交付申請書類の受領
※提出書類が全て正しく揃っていない場合や
　重大な不備がある場合は受け付けることが
　できません（申請者宛に返却いたします）。

《審査の状況を知りたい場合》
当センターのホームページまたは当
センターへのお問い合わせにて審査
の状況をご確認いただけます。

事業者：一般社団法人 日本エレクトロヒートセンター

当センターのホームページにて受理の結果を公表

当センターのホームページにて審査状況を公表

補助金申込書

補助金申込受理通知書
補助金交付申請書等

交付決定通知書
補助金の額の確定通知書

当センター私書箱へ郵送して
ください。（郵送以外は受け
付けることができません）

補助金交付申請書類

当センター私書箱へ郵送して
ください。（郵送以外は受け
付けることができません）

補助金交付申請時に必要な
書類が同封されております
ので、紛失されないようご注意
ください。

●●●●●●●●●●●●●● ● ●

●●
●●

●●
●●

●●
●●

●●
●●

●

補助金交付申請書
および添付書類

（注１）（注2）

（注3）（注3）

（注1）（注2）

（注4）

《設置工事の着工を急がれる場合》 
当センターのホームぺージまたは当センターへのお問い合
わせにて受理の結果をご確認いただけます。

●申込みを行う前に、3ページ「補助金の募集スケジュールについて」を参考にして、エコキュートの設置（据付）を予定してい
る時期がどの募集期に該当するかを確認してください。
●募集期を確認のうえ、申請者ご本人（エコキュートを購入して使用する方）にて「補助金申込書」に必要事項を記入し、募集
　期間内に到着※するように当センターの私書箱宛に郵送してください。

●「補助金申込書」は補助金の申込区分によって下記のとおり様式が異なりますので、間違えないよう注意してください。
1．家庭用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「平成21年度 補助金申込書【家庭用】(様式1)」　　　　⇒うすい緑色
2．家庭用リース・・・・・・・・・・・・・・・・「平成21年度 補助金申込書【家庭用リース】(様式2)」　 ⇒黄色
3．業務用（リース※を含む）・・・・・・・・「平成21年度 補助金申込書【業務用】(様式3)」　　　　⇒ピンク色

　※リース契約により業務用のエコキュートを導入する場合には「共同申請同意書（書式任意。当センターホームページからもダウンロード可）」を
　  「補助金申込書」に添付して提出することが必要となります。（ご不明な場合は、当センターまでお問い合わせください）

●「補助金申込書」に記入する際は必ず6～10ページをご覧ください。

当センターから届く『補助金申込受理
通知書（採択通知書）』での確認
補助金申込書が受理された方※には、補助金申込書が
当センターに到着した日から約10日後に『補助金申込
受理通知書(採択通知書)』が発送されます。

※補助金申込書が受理されなかった方への電話・通知書類
等によるご連絡はいたしません。

当センターのホームページでの確認
http://www.jeh-center.org
当センターに補助金申込書が到着した日から数えて
約4営業日目（到着した日は含まず）に当センターのホーム
ページに受理の結果を公表いたします。
確認する際には、補助金申込書および補助金申込書控え
の右上部分に記載の「申込番号（12桁の数字）」の入力※

が必要となります。

※入力誤りによる結果相違についての責任は負いかねます
ので、「申込番号（12桁の数字）」を入力する際は誤りの
ないように十分注意してください。

当センターへの電話での確認
TEL.03-5614-7855
当センターに補助金申込書が到着した日から数えて
約4営業日目（到着した日は含まず）以降であれば、当
センターへの電話でのお問い合わせにて受理の結果を
確認※できます。
確認する際には、補助金申込書および補助金申込書控え
の右上部分に記載の「申込番号（１２桁の数字）」が必要と
なります。

※原則、申請者ご本人からのお問い合わせに限ります。

●左記《受理の確認方法》のいずれかの方法で受理を確認する
ことができたら、エコキュートの設置工事を着工いただけます。

●設置工事期間内にエコキュートの設置工事が完了したら、
該当する提出期限日までに「補助金交付申請書類※」を提出
してください。（10ページ以降参照）

　※「補助金交付申請書類」とは、「補助金申込受理通知書」に同封 
　　された「平成２１年度 補助金交付申請書（兼設置工事完了報告書 
　兼取得財産等明細表）」および「添付書類」のことをいいます。

■補助金申込書が受理された場合■補助金申込書が受理された場合

●補助金申込書が受理されていても、補助金申込書の「現住所」
　欄に記入された住所に誤りがある場合は届きません。
●『補助金申込受理通知書』には、設置工事完了後に補助金交付
　の申請をするための必要書類が同封されていますので、当
　センターのホームページ・当センターへの電話にて受理されて
　いることが確認できたにも関わらず『補助金申込受理通知書』
　が届かない場合は、必ず当センターまでご連絡※ください。
　※原則、当センターからはご連絡いたしません。

■『補助金申込受理通知書』が届かない場合■『補助金申込受理通知書』が届かない場合

●必須項目の未記入や、エコキュートの着工（据付）予定日が
受理日よりも前などの記載不備がある場合には、補助金申込
書は受理されません※。

　※電話・通知書類等によるご連絡はいたしません。
●エコキュートの設置工事の着工前※で、まだ募集が続いて
いる場合は、補助金申込書を作成のうえ再度お申込みい
ただくことができます。

●エコキュートの設置工事の着工前※で、次の募集期の設置
工事期間まで工事を延期することができる場合には、補助金
申込書を作成のうえ再度お申込みいただくことができます。
（次の募集期がある場合に限ります）
　※既にエコキュートの設置工事を着工されてしまっている場合は、
　補助金交付の対象外となりますので、再度お申込みいただくこと
　はできません。

■補助金申込書が受理されなかった場合■補助金申込書が受理されなかった場合

　補助金の申込み後、エコキュートの設置工事を着工する前に、必ず、補助金申込書が受理されている
かどうかを確認してください。 ※補助金申込書が受理されなかった方への電話・通知書類等によるご連絡はいたしません。

■補助金の申込みについて■補助金の申込みについて

補助金申込書の受理の確認について

※募集期間外に到着した「補助金申込書」は受け付けられません。

3

2

1
≪受理の確認方法≫必ず「補助金申込書」が受理

されたことを確認してから
エコキュートの設置工事を
着工してください。

詳しくは5ページをご覧ください

受付時間（月～金）9：30～17：00
（祝日、年末年始を除く）



注2：補助金申込みの受理内容となるため、受理後であっても設置先住所の変更・訂正は失効となります。
同一の補助対象給湯器に対する重複申込みは、受理後であっても判明した段階で失効となります。

捨印
高効率給湯器導入促進事業費補助金交付規程第５条第３項に基づき、以下のとおり補助金の申込みをします。

平成21年度 補助金申込書 《家庭用》

都・道
府・県

設置先住所

一般社団法人
日本エレクトロヒートセンター会長殿

〒

〒

（様式第１）

申込日 平成      年      月      日 申込番号

1. 申請者(補助対象給湯器を購入して使用するご本人)について

フリガナ

フリガナ

連絡先電話番号 連絡先FAX

2． 補助対象給湯器の設置先住所について
補助対象給湯器を設置する住所を記入し、設置先の建物区分に該当する番号をぬりつぶしてください。

申請者の現住所・氏名・電話番号(通知書類の送付先・問い合わせ先)を記入してください。

注1：補助金申込みの受理内容となるため、受理後であっても申請者氏名の変更・訂正は失効となります。

注4：補助金申込書の受理日よりも前の着工(据付)予定日では受理されません。
補助金申込書の受理の結果は、補助金申込書が当センターに到着してから約4営業日後に当センターのホームページまたは
お問い合わせにて確認できますので、補助金申込書の投函日から余裕をもった日付で給湯器の着工(据付)を予定してください。

印

フリガナ

建物区分

平成 21 ・ 22 年　　　　 月　　　　　日（予定）

5． 補助対象給湯器の着工（据付）予定日について
給湯器の着工（据付）予定日を販売店・設置工事会社等に確認して記入してください。

給湯器の着工(据付)予定日

121000000001

（注2）

都・道
府・県

現住所

（注4）

21 正しいぬりつぶし方新　築 リフォーム（既築）

申
請
者
氏
名

（注1）

【手続代行予定者（社）欄】…補助金交付申請書類の作成に際し、販売店・設置工事会社等にその手続きの代行を依頼する予定がある
　　　　　　　　　　　　　　  場合には、会社名、担当者名、電話番号を記入してください。

-　　　　　　- -　　　　　　-

連絡先電話番号 連絡先FAX

(会社名) (担当者名)

-　　　　　　- -　　　　　　-

注3：当センターのホームページをご覧になれない場合、指定機器番号がご不明な場合は、当センターにお問い合わせください。

3． 補助対象給湯器の指定機器番号について
設置する給湯器の機種(型式)から指定機器番号を確認して記入してください。

指定機器番号
機種(型式)毎に指定機器番号が付番されています。
当センターのホームページを参照のうえ記入してください。

（注3）

4． １台あたりの補助金額について 41,000円

補助金制度内容を理解
したうえで申し込みます。

76

■補助金申込書を書く前に、まずは下記の内容をご確認ください■補助金申込書を書く前に、まずは下記の内容をご確認ください
●補助金申込書は必ず申請者ご本人が記入してください。
●「申請者」とはエコキュートを購入して使用する方のこと
をいいます。
●平成20年度以前の補助金申込書、コピーした補助金
申込書ではお申込みいただけません。

●家庭用リース（黄色）、業務用（ピンク色）の補助金
申込書ではお申込みいただけません。
●補助金申込書１枚につき１台分の補助金をお申込み
いただけます。

●補助金申込書の太枠線内は、必須項目ですので全て
記入してください。
●必須項目の未記入・不備がある場合は受理できません
のでご注意ください。
●当センターに到着した補助金申込書の返却はいたしません。

■次の各項目の説明を読みながら、漏れなく記入してください
【申込日】
補助金申込書を郵便ポストに投函する日を記入して
ください。

●

●

【申込番号】

補助金申込書には1枚につき、ひとつの申込番号（12
ケタの数字）が付けられています。
この番号は補助金申込書の受理の確認やお問い
合わせをいただく際に必要な番号になります。

●

【印、捨印】

「印」と「捨印」の２箇所に、申請者ご本人の印を押印してください。

申請者が個人の場合は個人の印（認印で結構です※）を、申請者が法人の場合は法人の印（支店・支社等の印で結構
です※）を押印してください。
※実印や法人登録印の必要はありません。

●
●

【現住所】

●申請者の現住所(現在お住まいの住所)※を省略
せずに記入してださい。
※今後の補助金交付手続きに必要な通知書類の送付先
となりますので、誤った住所、申請者ご本人が実際にお住
まいではない住所を記入しないようご注意ください。

【連絡先電話番号、連絡先FAX】
申請者と連絡のとれる電話・FAX番号を記入して
ください。
※電話番号は携帯電話でも結構です。
※FAXがない場合は「連絡先FAX」の枠内は記入不要です。

●

【手続代行予定者(社)欄の記入】

●補助金申込書が受理された後に送付される補助金
交付申請書類を作成する際、販売店・設置工事会
社等に作成の代行を依頼※する予定の方は、その
会社名、担当者名、連絡先を記入してください。
※補助金申込書記入の代行は認められておりませんの
でご注意ください。

※手続きの代行を依頼しない場合、または未定の場合
の記入は不要です。

※当センターから手続代行停止措置を受けている販売店
等（当センターのホームページに掲載）を手続代行予定
者としている場合は受理できません。

【申請者氏名】

●

●

エコキュートを購入して使用する方（申請者ご本人）
の氏名※を記入してください。
※「個人」が購入して使用する場合は「個人名」を、「法人」
が購入して使用する場合は「法人名」を記入してくだ
さい。

補助金申込書が受理された後の「記入誤りによる訂正」
「申請者の変更」はできません※ので、申請者ご本人
以外の名義を記入しないようご注意ください。
※受理された後に、申込時の申請者名義が「記入誤り」「既
に亡くなられている方の名義」「販売店・設置工事会社
名義」等の申請者ご本人以外の名義であることが判明
した場合は、受理が無効（失効）となります。

※受理された後に申請者ご本人がお亡くなりになった
場合や、申請者ご本人の戸籍の異動（婚姻等）に伴う
苗字変更があった場合には早急に当センターまでご連絡
ください。

【補助対象給湯器の着工（据付）予定日】

エコキュート本体を据付ける予定の日※について、該当する年を「○」で囲み、月日を「数字」で記入してください。

※建物工事全体の着工開始予定日のことではありません。
※着工（据付）予定日が補助金申込書の受理の結果を確認できる
日よりも前である場合は受理されません。補助金申込書の受理
の結果は、補助金申込書が当センターに到着した日から数えて
約4営業日目（到着日は含まず）以降であれば、当センターの

　ホームページまたは当センターへの電話でのお問い合わせにて
確認できますので、エコキュートの着工（据付）は補助金申込書
投函日から余裕をもった日付で予定してください。

※未記入の場合、日付の特定ができない場合は受理されません。

●

●
●

【建物区分】

●
●
建物を新築する際にエコキュートを導入する方は をぬりつぶしてください。（正しいぬりつぶし方　 →●）
既存の建物の給湯器を取替える際にエコキュートを導入する方は をぬりつぶしてください。（正しいぬりつぶし方　 →●）

【１台あたりの補助金額】

●１台あたりの補助金額は41,000円です。

【設置先住所】

（複数台を設置する場合）
●設置台数分の補助金申込書を作成してください。
●設置先住所欄に複数台分の申込みであることが
わかるように明記してください。
　例）2世帯住宅で、1階用と2階用に設置する場合
　　 ⇒「･･･○丁目○番○号　1階用」
　　 ⇒「･･･○丁目○番○号　2階用」
　　とそれぞれに記入

●
●
エコキュートを設置する住所を正しく、省略せずに記入してください。
「現住所」欄に記入した住所と同じでも省略せずに記入してください。
新築で住居表示が確定前の場合には、地番を記入してください。
補助金申込書が受理された後の「記入誤りによる訂正」「設置先住所
の変更」はできません※のでご注意ください。
※受理された後に、申込時の設置先住所が実際にエコキュートを設置した
住所と異なることが判明した場合は、受理が無効（失効）となります。

●黒または青のペンで記入してください。
●書き損じ等で記入内容を訂正する場合は、訂正
する箇所に二重線を引き、その上に訂正印（「印」・
「捨印」の箇所に押印したものと同じ印で結構
です）を押印後、余白に正しい内容を記入して
ください。

記
入
上
の
注
意
事
項（例：2世帯住宅で2台設置する場合は、補助金申込書が2枚必要です）

【指定機器番号】

●

●

補助金交付の対象となるエコキュートの機種（型式）には4ケタの数字で「指定機器番号」が設けられています。「指定
機器番号」は当センターのホームページで調べることができます。
※当センターのホームページをご覧になれない方は当センターへのお問い合わせでも確認できます。

設置を予定しているエコキュートの機種（型式）に該当する「指定機器番号」を調べたうえで、その4ケタの数字を全て
記入してください。
※記入枠内に、「指定機器番号」以外の文字を記入した場合は受理されません。

■補助対象給湯器（補助金交付の対象となるエコキュート）の基準および指定
【補助対象給湯器の基準について】
●家庭用：年間給湯効率※が3.0以上（ただし、寒冷地・塩害
地向け機種、2缶タイプ、角型1缶タイプ、200Ｌ以下の
小容量タイプ、一体型タイプ、多機能タイプについて
は2.7以上）であるエコキュート。

●業務用：中間期エネルギー消費効率（中間期COP※）
が3.8以上であるエコキュート。

※(社)日本冷凍空調工業会のJRA4050：2007Rに基づく指標です。

【補助対象給湯器の指定について】
●左記の基準を満たすエコキュートのうち、メーカーから申請があったも
のについて、当センターにて内容を審査したうえで補助対象給湯器と
して承認※します。

※承認された補助対象給湯器は当センターのホームページにて毎月末に更新・
公表されます。

※左記の基準を満たしていても、メーカーから申請されていない機種（型式）、申
請はされているが当センター承認前の機種（型式）を設置する場合は補助金
交付の対象外となります。

【家庭用】の補助金申込書の記入方法について5



捨印
高効率給湯器導入促進事業費補助金交付規程第5条第3項に基づき、以下のとおり補助金の申込みをします。

平成21年度 補助金申込書 《業務用》

一般社団法人
日本エレクトロヒートセンター会長殿

（様式第3）

申込日 平成      年      月      日 申込番号 321000000001

3． 補助対象給湯器の指定機器番号について
設置する給湯器の機種(型式)から指定機器番号を確認して記入してください。

機種(型式)毎に指定機器番号が付番されています。
当センターのホームページを参照のうえ記入してください。

注6：補助金申込書の受理日よりも前の着工(据付)予定日では受理されません。
補助金申込書の受理の結果は、補助金申込書が当センターに到着してから約4営業日後に当センターのホームページまたは
お問い合わせにて確認できますので、補助金申込書の投函日から余裕をもった日付で給湯器の着工(据付)を予定してください。

平成 21 ・ 22 年　　　　 月　　　　　日（予定）

5． 補助対象給湯器の着工（据付）予定日について
給湯器の着工(据付)予定日を販売店・設置工事会社等に確認して記入してください。

給湯器の着工(据付)予定日（注6）

導入する機器に対応しない補助金額を選択した場合には受理されません。
注5：機器の加熱能力ごとに補助金額が異なります。

4． 補助金額について

補助金額
（注5）

（注4）

注3：補助金申込みの受理内容となるため、受理後であっても設置先住所の変更・訂正は失効となります。
 　　同一の補助対象給湯器に対する重複申込みは、受理後であっても判明した段階で失効となります。

都・道
府・県

設置先住所 〒

2． 補助対象給湯器の設置先住所について
補助対象給湯器を設置する住所を記入し、設置先の建物区分に該当する番号をぬりつぶしてください。

フリガナ

建物区分

（注3）

21 正しいぬりつぶし方新　築 リフォーム（既築）

〒

1. 申請者(補助対象給湯器を購入して使用するご本人)について

フリガナ

フリガナ フリガナ

連絡先電話番号 連絡先FAX

申請者の現住所・氏名・電話番号(通知書類の送付先・問い合わせ先)を記入してください。

注１：補助金申込みの受理内容となるため、受理後であっても申請者氏名の変更・訂正は失効となります。
注2：リース方式で申請される場合は、「共同申請同意書」の提出が必要となります。　　

印

都・道
府・県

現住所

担当者名法人名または氏名

申
請
者
氏
名

（注1）（注2）

-　　　　　　- -　　　　　　-

指定機器番号

注4：当センターのホームページをご覧になれない場合、指定機器番号がご不明な場合は、当センターにお問い合わせください。

上記「指定機器番号」の左端のアルファベットと同じものをぬりつぶしてください。

80,000円A 130,000円B 250,000円C 380,000円D

500,000円E 610,000円F 730,000円G 850,000円H

 （ 正しいぬりつぶし方 　　　　  ）

捨印

高効率給湯器導入促進事業費補助金交付規程第5条第3項に基づき、以下のとおり補助金の申込みをします。

平成21年度 補助金申込書 《家庭用リース》

一般社団法人
日本エレクトロヒートセンター会長殿

〒

（様式第2）

申込日 平成      年      月      日 申込番号

1. リース用申請者(補助対象給湯器の所有権者)について

フリガナ

フリガナ フリガナ

法人名 担当者名

連絡先電話番号 連絡先FAX

リース用申請者の現住所・氏名・電話番号(通知書類の送付先・問い合わせ先)を記入してください。

注5：補助金申込書の受理日よりも前の着工(据付)予定日では受理されません。
補助金申込書の受理の結果は、補助金申込書が当センターに到着してから約4営業日後に当センターのホームページまたは
お問い合わせにて確認できますので、補助金申込書の投函日から余裕をもった日付で給湯器の着工(据付)を予定してください。

社印

平成 21 ・ 22 年　　　　 月　　　　　日（予定）

6． 補助対象給湯器の着工（据付）予定日について
給湯器の着工(据付)予定日を販売店・設置工事会社等に確認して記入してください。

給湯器の着工(据付)予定日

221000000001

都・道
府・県

現住所

（注5）

申
請
者
氏
名

注3：補助金申込みの受理内容となるため、受理後であっても設置先住所の変更・訂正は失効となります。
同一の補助対象給湯器に対する重複申込みは、受理後であっても判明した段階で失効となります。

都・道
府・県

設置先住所 〒

3． 補助対象給湯器の設置先住所について
補助対象給湯器を設置する住所を記入し、設置先の建物区分に該当する番号をぬりつぶしてください。

フリガナ

建物区分

（注3）

21 正しいぬりつぶし方新　築 リフォーム（既築）

注1：リース事業者・リース契約者が各々記入し、共同申請を行うことに同意することとします。ただしリース期間が6年未満
　　 の場合は申し込まないこととします。リース用申請者は、補助金相当額をリース契約者に還元することとします。
注2：リース事業者が給湯器の所有権者の場合は、リース事業者欄の記入・押印は不要です。

リース事業者 
法人名または氏名

2． リース事業者、リース契約者（補助対象給湯器を使用する方）について
フリガナ フリガナ

フリガナ

（注2）（注1）

リース契約者 
氏名または法人名

（注1）

-　　　　　　-

-　　　　　　-

-　　　　　　-

-　　　　　　-

連絡先電話番号

連絡先電話番号

担
当
者
名

印

注4：当センターのホームページをご覧になれない場合、指定機器番号がご不明な場合は、当センターにお問い合わせください。

4． 補助対象給湯器の指定機器番号について
設置する給湯器の機種(型式)から指定機器番号を確認して記入してください。

指定機器番号 機種(型式)毎に指定機器番号が付番されています。
当センターのホームページを参照のうえ記入してください。（注4）

5． １台あたりの補助金額について 41,000円

社印
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　【申込日】
●6ページ【申込日】【申込番号】を参照してください。

　【申込番号】

　【現住所】
●リース用申請者の現住所を省略せずに記入してください。
※今後の補助金交付手続きに必要な通知書類の送付先となりますので、
誤った住所、リース用申請者以外の住所を記入しないようご注意ください。

　【申請者氏名】
●リース用申請者（エコキュートの所有権者）となる法人名と申請
担当者の氏名をそれぞれ「法人名」「担当者名」の枠内に記入して
ください。

　※リース用申請者が個人の場合は、個人名を「法人名」の枠内に記入して 

　　ください。（「担当者名」の枠内は記入不要です）

●補助金申込書が受理された後の「記入誤りによる訂正」「申請者の
変更」はできません※ので、申請者ご本人以外の名義を記入しない
ようご注意ください。

　※受理された後に、申込時の申請者名義が実際のリース用申請者と異なる
　　名義であることが判明した場合は、受理が無効（失効）となります。

　【社印、捨印】
●「社印」と「捨印」の２箇所に、リース用申請者の印を押印してくだ
さい。
●リース用申請者が法人の場合は法人の印（支店・支社等の印で結構
です※）を、リース用申請者が個人の場合は個人の印（認印で結構
です※）を、押印してください。

　※実印や法人登録印の必要はありません。

　【リース事業者 法人名または氏名、社印、連絡先電話番号】
　※リース事業者とエコキュートの所有権者（リース用申請者）が同一で
　　ある場合は、記入･押印は不要です。

●リース事業者名、担当者名を記入し、リース事業者の印（支店・支社
等の印で結構です※）を押印してください。

　※実印や法人登録印の必要はありません。

●担当者と連絡のとれる部署等の電話番号を記入してください。

●申請担当者と連絡のとれる電話・FAX番号を記入してください。

　【連絡先電話番号、連絡先FAX】

　【リース契約者 氏名または法人名、印、連絡先電話番号】

●リース契約者（エコキュートを使用する方）の「氏名」または「法人名」
を記入してください。
●リース契約者の印（認印で結構です※）を押印してください。
　※実印や法人登録印の必要はありません。

【家庭用リース】の補助金申込書の記入方法について 【業務用】の補助金申込書の記入方法について
■補助金申込書を書く前に、まずは下記の内容をご確認ください■補助金申込書を書く前に、まずは下記の内容をご確認ください
●申込みは、エコキュートの所有権者、リース事業者、リース契約者に
よる共同申込みとなります。

●「リース用申請者」とはエコキュートの所有権者のことをいいます。
●平成20年度以前の補助金申込書、コピーした補助金申込書では
お申込みいただけません。

●家庭用（うすい緑色）、業務用（ピンク色）の補助金申込書ではお申込み
いただけません。

●補助金申込書１枚につき１台分の補助金をお申込みいただけます。

●補助金申込書の太枠線内は、必須項目ですので全て記入してくだ
さい。

●必須項目の未記入・不備がある場合は受理できませんのでご注意
ください。

●当センターに到着した補助金申込書の返却はいたしません。
●記入上の注意につきましては、７ページ「記入上の注意事項」を
ご覧ください。

■補助金申込書を書く前に、まずは下記の内容をご確認ください■補助金申込書を書く前に、まずは下記の内容をご確認ください
●補助金申込書は必ず申請者ご本人が記入してください。
●「申請者」とはエコキュートを購入して使用する方のことをいいます。
●平成20年度以前の補助金申込書、コピーした補助金申込書ではお申込み
いただけません。

●家庭用（うすい緑色）、家庭用リース（黄色）の補助金申込書ではお申込み
いただけません。

●補助金申込書１枚につき１台分の補助金をお申込みいただけます。
●補助金申込書の太枠線内は、必須項目ですので全て記入してください。
●必須項目の未記入・不備がある場合は受理できませんのでご注意ください。

●当センターに到着した補助金申込書の返却はいたしません。
●記入上の注意につきましては、７ページ「記入上の注意事項」をご覧ください。

■次の　　  の説明を読みながら、漏れなく記入してください■次の　　  の説明を読みながら、漏れなく記入してください

6 7

　【補助金額】

　【補助対象給湯器の着工（据付）予定日】

●上記 ～ につきましては、6～7ページ「【家庭用】
の補助金申込書の記入方法について」のそれぞれ
該当する項目を参照してください。

　【建物区分】

　【指定機器番号】

　【設置先住所】

　【１台あたりの補助金額】

　【補助対象給湯器の着工（据付）予定日】

　【申込日】
●6ページ「【家庭用】の補助金申込書の記入方法について」のそれぞれ
該当する項目を参照してください。

　【申込番号】　【現住所】

　【印、捨印】
●「印」と「捨印」の2箇所に、申請者ご本人の印を押印してください。
●申請者が個人の場合は個人の印（認印で結構です※）を、申請者が法人
の場合は法人の印（支店・支社等の印で結構です※）を押印してください。

　※実印や法人登録印の必要はありません。

　【連絡先電話番号、連絡先FAX】
●申請者または申請担当者と連絡のとれる電話・FAX番号を記入して
ください。

　【設置先住所】
●7ページ【設置先住所】【建物区分】を参照してください。

　【建物区分】

●補助金額は、機器の加熱能力ごとに8段階※に分かれて
います（※2ページ参照）。

● で記入した４ケタの指定機器番号のうち、左端のアルフ
ァベットと同じものをぬりつぶしてください。

　（正しいぬりつぶし方　○⇒●）
　 例）設置する機器の指定機器番号がAから始まる番号の場合

●7ページ【補助対象給湯器の着工（据付）予定日】を参照
してください。

●補助金交付の対象となるエコキュートの機種（型式）には4ケタの英数字
で「指定機器番号」が設けられています。

●「指定機器番号」は当センターのホームページで調べることができます。

　※当センターのホームページをご覧になれない方は当センターへのお問い合わせ
　でも確認できます。

●設置を予定しているエコキュートの機種（型式）に該当する「指定機器番号」
を調べたうえで、その4ケタの英数字を全て記入してください。

　※記入枠内に、「指定機器番号」以外の文字を記入した場合は受理されません。

●「補助対象給湯器（補助金交付の対象となるエコキュート）の基準および
指定」については7ページをご覧ください。

　【指定機器番号】

131

80,000円A 80,000円A⇒

　【申請者氏名】
●エコキュートを購入して使用する方（申請者ご本人）の法人名または
氏名※を記入してください。

　※「法人」が購入して使用する場合は「法人名」を、「個人」が購入して使用する
　場合は「個人名」を記入してください。

●申請者が法人の場合※は「担当者名」の枠内に申請担当者名を記入して
ください。

　※申請者個人の場合は「担当者名」の枠内は記入不要です。

●補助金申込書が受理された後の「記入誤りによる訂正」「申請者の変更」
はできません※ので、申請者ご本人以外の名義を記入しないようご注意
ください。

　※受理された後に、申込時の申請者名義が「記入誤り」「販売店・設置工事会
　社名義」等の申請者ご本人以外の名義であることが判明した場合は、受理が
　無効（失効）となります。

●リース契約により業務用のエコキュートを導入される場合の「申請者」
はエコキュートの所有権者になります。（8ページ 【申請者氏名】を参照
してください）

■次の　　  の説明を読みながら、漏れなく記入してください

●申込みは、エコキュートの所有権者、リース事業者、リース契約者による
共同申込みとなりますので、補助金申込書に「共同申請同意書（書式
任意。当センターのホームページからもダウンロード可）」を添付して
提出することが必要となります。

●この場合の「申請者」はエコキュートの所有権者になります。

【リース契約により業務用のエコキュートを導入される場合】
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補助金交付の申請方法等について8 9
■補助金申込書の受付について■補助金申込書の受付について
●「補助金申込書」は各期とも先着順で受け付けます。
●「補助金申込書」の受付は、郵送※により当センターの私書箱に到着した現物をもって行います。
※当センターへの持参、宅配便・バイク便等の郵送以外の手段による提出書類は受け付けることができません。
※当センターでは郵便事故等による責任は負いかねます。
※当センターでは料金が不足している郵便物は受け取ることができません。郵送する際は料金が不足しないよう注意してください。

●土曜日、日曜日、祝日に当センターの私書箱に届いた「補助金申込書」は、翌営業日に到着したものとみなします。

●募集期毎の予算には限りがありますので、申込額の合計が予算額に達した場合は、募集期間中であっても次のよう
に募集を締め切り、抽選を行います。
募集開始日から10営業日以内で予算額に達した場合……………

募集開始日から10営業日を超えた日に予算額に達した場合……予算額に達した日をもって募集を締め切り、その日に到着し
た補助金申込書の全件（記載等に不備のあるものを除く）に
ついて抽選を実施します。

予算額に達した日から数えて2営業日目の日をもって募集を
締め切り、その3営業日の間に到着した補助金申込書の全件
（記載等に不備のあるものを除く）について抽選を実施します。

■設置工事の着工について■設置工事の着工について
●当センターが「補助金申込書」の受理を決定した際に申請者宛に送付する「補助金申込受理通知書」の受領、受理を決定した
際に当センターのホームページ上で公表される受理の結果、または当センターへの電話でのお問い合わせにより、「補助金
申込書」の受理を確認することができたらエコキュートの設置工事を着工いただけます※。
※当センターが「補助金申込書」の受理を決定した日（受理日）よりも前にエコキュートの設置工事を着工している場合は、「補助金申込書」
が受理されていたとしても失効となります。

※受理されているかどうかを確認する方法については、5ページ「補助金申込書の受理の確認について」をご覧ください。

　各期の補助金交付申請書類は、提出期間内に到着したものであっても、必要書類の不足や、記入内容に未記入等の
重大な不備がある場合は受け付けることができませんので、返却させていただきます。
　また、受け付けた補助金交付申請書類が、審査の過程において、必要な内容を満たしていないと判断された場合は、
改めて当センターが設ける期間内に不備を解消していただくよう申請者に対して依頼いたします。不備を解消する
ための期間内に全ての不備を解消していただけない場合は、その補助金交付申請書類を失効とし、返却させていただ
きますので、ご了承ください。
補助金交付申請書類を提出する際には、記入内容や必要な提出書類が正しく揃っているかを再度ご確認ください。

■補助金交付の申請について■補助金交付の申請について
●補助金の交付を受けるには、エコキュートの設置工事完了後、「補助金交付申請書類※」にて補助金交付の申請を行う必要が
あります。（11～15ページ参照）
※「補助金交付申請書類」とは、「補助金申込受理通知書」に同封された「平成２１年度 補助金交付申請書（兼設置工事完了報告書 兼取得
財産等明細表）」および「添付書類」のことをいいます。

●「補助金交付申請書類」を提出する際は定められた提出期限日※1までに郵送※2にて提出（当センター「私書箱」必着）してく
ださい。（11～15ページ参照）
※1．各期の「補助金交付申請書類提出期限日（3ページ参照）」または「補助金交付申請書類を全て揃えた日から起算して30日以内」のいずれ

か早い日
※2．当センターへの持参、宅配便・バイク便等の郵送以外の手段による提出書類は受け付けることができません。
※2．当センターでは郵便事故等による責任は負いかねます。
※2．当センターでは料金が不足している郵便物は受け取ることができません。郵送する際は料金が不足しないよう注意してください。

一般社団法人 日本エレクトロヒートセンター「エコキュート導入補助金」受付係
〒103-8672　郵便事業株式会社　日本橋支店　私書箱122号
TEL.03-5614-7855　受付時間(月～金)9:30～17:00(祝日・年末年始を除く)
FAX.03-5614-7851
ホームページ http://www.jeh－center.org

お問い合わせ先
お申込み先
書類提出先

補助金交付を申請
するために必要な 提出書類（補助金交付申請書類）について

　募集期毎に決められた「補助金交付申請書類提出期限日」（3ページ参照）または「補助金
交付申請書類を全て揃えた日から起算して30日以内」のいずれか早い日までに、当センター
に必着※となるように、以下の書類を提出してください。
※「補助金交付申請書類を全て揃えた日から30日以内」に提出した場合でも、募集期毎の「補助金交付申請書類提出期限日」を超過している場合は失効となります。

注意：必要な提出書類が全て揃っていない場合、書類は申請者に返却されます。

リース
家庭用・業務用 1 2 3 4

6 7

添付書類（4）【リース契約書の写し】
・「リース契約者名義」「リース契約期間」「設置先住所」が正しく記載
されていることをご確認のうえ、その写しを添付してください。

6 添付書類（5）【リース料減額証明書】　
・補助金申込受理通知書に同封されています。
 ※必要事項に記入のうえ原本をご提出ください。

7

●機器本体に付属している、メーカーが正規と認めた保証書※の
　写しを添付してください。
　※延長保証書や販売店等が独自で発行している保証書では受け付ける 
　　ことはできません。

●添付の際は保証書の記載内容について右記の点をご確認くだ
　さい。
　※記載内容に未記入や重大な不備がある保証書では添付書類として受け
　　付けることができませんので、再提出をしていただくことがあります。

・「お客さま名」に、申請者名が記入されていること
・「お客さま住所」に、エコキュートの設置先住所または、
現住所が記入されていること
・「お買い上げ日」が記入されていること
・「販売店名」が記入されていること
・設置されたエコキュートの銘版に印字されている型式
 （機種・品番）・製造番号と、保証書に印字されている型式    
 （機種・品番）・製造番号が一致していること

4 添付書類（2）【エコキュート保証書の写し】

●補助金申込受理通知書に同封されています。  ※販売店等が申請者に対して発行する書類ですので、本書ではなく写しを添付してください。5 添付書類（3）【補助対象給湯器領収金額証明書】　

電気ご使用量のお知らせ（検針票）の写し
　・電力会社から発行された、エコキュートを設置した住所の「電気ご使用量のお知らせ(検針票)※」の写しを添付してください。
　　※できる限り、エコキュートを設置した後に発行されたものを添付してください。

電気のお客さま番号と契約者氏名の報告書
　・補助金申込受理通知書に同封されています。
　・エコキュートを設置した住所の「1.電気のお客さま番号」「2.電気の契約者のお名前」を、申請者ご本人が最寄りの電力会社
　  の窓口に連絡し、確認したうえで記入して添付してください。

使用可能な状態のエコキュートの「ヒートポンプユニット」「貯湯タンク」の両方が確認できる写真
　・「使用可能な状態」とは配管工事が全て完了（電気工事は除く）している状態のことをいいます。
　・次の条件を全て満たしていることをご確認のうえで添付してください。
　　　 条件1：「ヒートポンプユニット」「貯湯タンク」の両方の全景※が写っていること
　　　　　　 ※「場所が狭くて両方の全景を一緒に写せない」などの理由がある場合は、ヒートポンプユニットと貯湯タンクの全景を別々に写して 
                         複数枚を添付していただいても結構ですが、その場合は、メーカーが特定できる部位（メーカー名表示部分）を必ず含めてください。

　　　 条件2：「ヒートポンプユニット」の配管部分※が写っていること
　　　　　　 ※全景を撮った際に配管部分が写らない場合は、別々に撮影し、複数枚を添付していただいて結構です。
　・上記の条件を満たしていない（「設置工事前や設置工事途中の状態」「機器の一部しか写っていない」等）と当センターで判断
　 されるものは受け付けることができません。また、必要に応じてヒートポンプユニット・貯湯タンクの型式・製造番号箇所
　 （銘版部）の写真の提出を求める場合があります。

3 添付書類（1）【 ～ のうち、どれかひとつの書類　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　】

家庭用
業務用 1 2 3 4 5

（業務用および家庭用第5期の方は を添付してください。）

ご
確
認
事
項

1 補助金交付申請書（　　　　　　  ）1枚目／全2枚
●補助金申込受理通知書に同封されています。12ページを参照して必要事項を記入してください。
　※必ず原本を提出してください。FAXや写しでのご提出では受け付けることができません。

兼設置工事完了報告書
兼取得財産等明細表

2 ● 補助金申込受理通知書に同封されています。13ページを参照して必要事項を記入してください。
　※必ず原本を提出してください。FAXや写しでのご提出では受け付けることができません。

補助金交付申請書（　　　　　　  ）2枚目／全2枚兼設置工事完了報告書
兼取得財産等明細表

《補助金交付申請書類を提出する際の注意について》
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（1枚目／全2枚）

（提出の準備が完了し、本書類及び添付書類を発送する日付を記入してください）

申請日        平成　　年　　月　　日                               

一般社団法人日本エレクトロヒートセンター 会長 殿

平成21年度 補助金交付申請書（兼設置工事完了報告書 兼取得財産等明細表）    

高効率給湯器導入促進事業費補助金交付規程第９条第１項に基づき、同交付規程細則第１２条及び第１３条の内容について同意のうえ、以下のとおり補助金の交付

を申請するとともに、設置工事の完了を報告します。

（様式第8）

〒

〒

太枠線内は、必ず確認し記入してください

注１．申請者の氏名又は法人名は、補助金申込書の受理内容であるため、変更することができません。 

　　　なお、補助金申込書の記入誤りにより、申請者の氏名又は法人名を訂正して変更した場合は、本補助金交付申請の資格が喪失し、失効となります。                 

                                                                           

注２．当センターからの通知書類等は「現住所」欄の住所へ送付します。また、申請書の内容確認は「連絡先電話番号」に連絡しますので、設置先住所等への

　　　移転済み等により、現住所や電話番号が変更になっている場合は訂正してください。

２．補助対象給湯器導入事業の内容について(「設置工事完了報告書」)

１．申請者について

注３．設置先住所は、補助金申込書の受理内容であるため、変更することができません。

　　　ただし、補助金申込書と同じ設置先場所で、新築等により設置先住所が確定した場合、区画整理等により住所が変更になった場合等の特殊な事情がある場合は、

　　　正しい住所に訂正し、訂正箇所に訂正印を押印してください。                                                                        

                                                                           

　　　なお、補助金申込書の記入誤りにより、設置先住所を別の場所に訂正して変更した場合は、本補助金交付申請の資格が喪失し、失効となります。                       

                                                                                                             

注４．設置工事着工日は、補助金申込書の受理日以降でなければ、本補助金交付申請の資格が喪失し、失効となります。                                      

                                                                                                             

注５．設置工事完了日は、設置工事完了期限日以前でなければ、本補助金交付申請の資格が喪失し、失効となります。                                            

                                                                                                             

注６．補助金申込書に記入された補助対象給湯器と設置(据付)時の補助対象給湯器が異なる場合は、訂正してください。 

　　　なお、設置(据付)された給湯器が補助対象ではない場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。　      

３．取得財産について（「取得財産等明細表」）

注７．給湯器の取得年月日は、補助対象給湯器を購入した年月日(領収証に記載の年月日)を記入してください。          
                                                                                                             
本用紙のコピーを大切に５年間保管してください。

受理番号

氏名又は
法人名
（注１）

 フリガナ

 フリガナ

 フリガナ

フリガナ担
当
者
名

印

捨印

現住所
（注２）

設置先
住所（注３）

　　台

補助金申込書の受理日

設置工事着工日（注4）

設置工事完了日（注5）

設置工事完了期限日

補助金交付申請額

平成  　　  年 　　  月  　　  日

平成 21 ・22 年　　　 月 　　　日

平成 21 ・22 年　　　 月 　　　日

平成  　  年  　　  月  　　  日

　　　　　　　　　  　　　　　円

申込区分

建物区分

設置台数

メーカー名（注6）

機種名（型式）（注6）

 －          － －         －連絡先電話番号（注２） 連絡先ＦＡＸ（注２）

財産名（補助対象給湯器）             CO2冷媒ヒートポンプ給湯器         　　 法定耐用年数         　　     ６年

給湯器の取得年月日（注７）     平成 21 ・22 年　　　　月　　　　日 
メーカー名、機種名、設置台数、補助金交付額、保管場所（設置先住所）

については、｢設置工事完了報告書｣ に記載

21 6 26

第１期　Ｂ2110000000Ｇ

給湯　次郎

キュウトウ　ジロウ

トウキョウト●●ク○○チョウ１ー２－３

トウキョウト▲▲ク△△チョウ４ー５－６

トウキョウト◇◇ク◆◆チョウ７ー８－９

※申請者が個人の場合は記入不要

1 ● ● ○ ○ ○ ○

東京都●●区○○町1 - 2 - 3

東京都▲▲区△△町4 - 5 - 6
△ △ △ △▲ ▲1

0 3　＊＊＊＊ 1 2 3 4　 0 3　＊＊＊＊ 5 6 7 8　

21 5 14

6 15

6  16

21 8  20

41,000

家庭用

○○株式会社

ＨＰ-370ＪＥＨＣ

新築

1

6 17

（2枚目／全2枚）（様式第8）

〒

 フリガナ

 フリガナ

 フリガナ

 フリガナ

 フリガナ

担
当
者
名

社印

現住所

 －          － －         －連絡先電話番号 連絡先ＦＡＸ

                                                                             

（注意事項）                                                                             

　　※太枠線内に未記入項目があると申請書を受理出来ませんので必ず全ての項目を記入してください。　　　     

　　※内容訂正の場合には、二重線の上に訂正印（本書類に押印の申請者印又は手続代行者印）を押印のうえ訂正してください。 

    　　修正液での修正は、無効になります。                                                                           

　　※補助対象給湯器とは補助金交付のための対象給湯器を指定したものであり、個別給湯器の性能を保証しているものではありません。            

　本用紙のコピーを大切に５年間保管してください。            

太枠線内は、必ず確認し記入してください

平成21年度 補助金交付申請書（兼設置工事完了報告書 兼取得財産等明細表） 

捨印

４．補助金の振込先について【申請者本人名義】

金融機関名
（注8）

支店又は
出張所名

支　店
出張所

預金種別   　　１．普通　 　２．当座 　　４．貯蓄  口座番号（注8・注10）

口座名義（注9）（カタカナ） 
注10．右づめで記入してください。
      　 ７桁までです。

金融機関コード 店番

（日本エレクトロヒートセンター記入欄）

注８．⑭ゆうちょ銀行の場合は、特に「振込用の」支店・口座番号をご確認ください。    

注９．申請者本人の口座名義以外の口座へは、振込できません。

　　　口座名義は、カタカナを記入してください。          

５．他の国庫補助金等の受給の有無について                                                                                                                                   
　　本補助金制度は、補助対象給湯器に対して、他の国庫補助金等を重複して受けることができません。 
　　他の国庫補助金等の受給の有無を確認するため、以下のどちらかの□にチェックをしてください。
　　なお、以下の受給の有無の確認欄にチェックがない場合は、「受給していない」ものとみなします。                            

　　　　　受給していない 　　　　　受給している                                                                                                            

６．添付書類について（リース申請除く。）                                                                                                                                    
　　以下の（１）から（３）の添付書類を揃え、添付台帳に貼付し、添付した書類の□にチェックをしてください。                                                                                                                                                  
　　　　（1）「電気ご使用量のお知らせ(検針票)の写し」、「電気のお客さま番号と契約者氏名の報告書」           
　　　　　  　　または｢使用可能な状態のエコキュートの設置写真｣のうちのどれかひとつ
　　　　　  　　（家庭用第５期および業務用申請の場合には、「写真」の提出は必須となります。）                                                  
                    　                                                      
　　　　（2）  補助対象給湯器の保証書の写し（型式･申請者名･住所･販売店名･日付が記入されているもの）

　　　　（3）「平成21年度 補助対象給湯器 領収金額証明書」の写し

　　(リース申請の場合には、リース会社等が申請者となります。添付書類の種類も異なります。）                                                                        

                                                                    
７．手続代行者について                                                                             
　　 申請者からの依頼に基づき、手続きを代行された場合は、必ず記入してください。

………｢受給している｣場合は、本補助金の交付申請はできません。             

           ご不明の場合は、当センターにお問い合わせください。

代
表
者
名

法
人
名 

部
署
名

都・道

府・県

エコキュート銀行 日本橋

1 2 3 4 5 6 7 　

キュウトウ　ジロウ

省エネ建設株式会社

ショウエネケンセツ　カブシキガイシャ

蓄熱　良男

チクネツ　ヨシオ

営業課

エイギョウカ

環境　守夫

カンキョウ　モリオ

1 ◇  ◇ ◆  ◆  ◆  ◆

東京　　　　◇◇区◆◆町7 - 8 - 9

0 3　×××× 0 0 0 0　 0 3　×××× 1 1 1 1　

省
エ
ネ

建
設
株
式

会
社
之
印

補助金交付申請書 １枚目の記入例1 補助金交付申請書 2枚目の記入例2
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■補助金交付申請書を書く前に、まずは下記の内容をご確認ください
●補助金申込書を受理された方が補助金交付の申請
をするために必要な書類です。
●「補助金交付申請書」は、補助金申込書を受理
された方に送付される「補助金申込受理通知書」
に同封されています。

●「補助金交付申請書」は、原本での提出※が必要と
なります。

　※原本ではなく写しを提出された場合は申請書として受け付けることが
　できませんので、提出書類は申請者宛に返却されます。

■次の　　  の説明を読みながら、漏れなく記入してください■次の　　  の説明を読みながら、漏れなく記入してください141

●記入する際は、黒または青のペンで記入してください（他
の色や消しゴムで消えるペン等で記入されている場合は
再提出をしていただく場合があります）。
●枠内に既に印字されている内容は受理された補助金申込
書の内容になりますので、センターが認める特別な理由
がない限りは、訂正できません。

●太枠線内は、必須項目ですので全て記入してください。
必須項目の未記入・不備がある場合は書類を受け付ける
ことができません。
●記入の際の書き損じや、訂正可能な印字内容を訂正する
場合には、訂正する箇所に二重線を引き、その上に訂正印
（本書類に押印の申請者印または手続代行者印）を押印後、
余白に正しい内容を記入してください。

記
入
上
の
注
意
事
項

　【設置工事着工日、設置工事完了日】

●それぞれ該当する年を「○」で囲み、月日を「数字」で記入
してください。

　※本項目は設置工事完了報告も兼ねておりますので、未記入の場合、
　日付の特定ができない場合は受け付けることができません。

●設置工事着工日とは、エコキュートの設置(据付)工事を始め
た日※のことをいいます。

●設置工事完了日とは、エコキュートの配管工事が終わり、
使用可能な状態になった日※のことをいいます。

　※建物全体の工事を着工・完了した日のことではありません。
　※補助金申込書の受理日以降で、設置工事完了期限日以内に
　工事が行われていない場合は失効となりますので、補助金
　交付の申請を行うことはできません。

　【申請日】
●本書を作成し、添付書類を含めた書類全てが揃ったことを
確認してから、最後に記入する箇所です。

●日付は最寄りの郵便局へ持ち込む日または郵便ポストに
投函する日を記入してください。

　【手続代行者について】
●本補助金の交付申請を行うにあたって、申請者がその手続
きを販売会社等に依頼する場合※は必ず全ての項目に記入・
押印してください。

　※手続きの代行を依頼しない場合は記入不要です。
　※当センターから手続代行停止措置を受けている販売店等（当
　センターのホームページに掲載）に対して、手続きの代行を
　依頼している場合は書類を受け付けることができません。

　【メーカー名、機種名（型式）（受理内容が印字されています）】
●実際に設置したエコキュートが に印字された機種(型式)
と異なる場合※は訂正をしてください。

※補助金交付の対象として指定されているエコキュートに変更した
場合のみ、訂正を受け付けることができます。（添付書類「補助対象
給湯器領収金額証明書」の「実際に設置された給湯器」欄にも記入
してください）

※実際に設置したエコキュートが補助金交付の対象として指定され
ていない場合や、補助金交付の対象として指定される前に設置し
ている場合は失効となりますので、補助金交付の申請を行うこと
はできません。

　【取得年月日】
●エコキュートを取得（販売会社から購入）した日付を記入
してください。

　【捨印】
● で使用したものと同じ印を押印してください。

　【補助金の振込先について【申請者本人名義】】
●通帳を見ながら、補助金の振込先※を記入してください。

※申請者ご本人以外の口座へは振込できません。
※申請者が個人の場合は個人の振込先を、申請者が法人の場合
は法人の振込先を記入してください。

※口座名義は、漢字ではなく「カタカナ」を記入してください。
※(株)ゆうちょ銀行の場合は、振込用の支店・口座番号であることを
確認したうえで記入してください。

　【印、捨印】
●「印」と「捨印」の２箇所に申請者ご本人の印※を押印して
ください。

　※「印」に申請者ご本人以外の印が押印されている場合は申請書
　として受け付けることができません。

●申請者が個人の場合は個人の印（認印で結構です※）を、
申請者が法人の場合は法人の印（支店・支社等の社印で結構
です※）を押印してください。

　※実印や法人登録印の必要はありません。

　【現住所（受理内容が印字されています）】
●今後の補助金交付手続きに必要な通知書類の送付先※と
なります。

　※「設置先住所に引っ越し済み」「仮住まいの場所が変わった」
　等で、現住所に変更がある場合は訂正をしてください。

　【連絡先電話番号、連絡先FAX（受理内容が印字されています）】
●申請者と連絡のとれる電話・FAX番号であることを確認
してください。

　※「設置先住所に引っ越し済み」「仮住まいの場所が変わった」
　等で、番号に変更がある場合は訂正をしてください。

　【設置先住所（受理内容が印字されています）】

●内容を訂正・変更することはできません。

　※申込時の設置先住所が、実際にエコキュートを設置した住所
　と異なることが判明した場合は失効となります。

●申込時に地番を記入された方で、その後、住居表示が確定
した場合等の特別な事情がある場合は訂正をしてください。

　【氏名または法人名（受理内容が印字されています）】
●受理された申込書の申請者名は、補助金交付の申請を行う
ことのできる方の「氏名」または「法人名」ですので、訂正・
変更することは原則できません※。

※申込時に「記入誤り」「既に亡くなられている方の名義」「販売店・
設置工事会社名義」等の申請者ご本人以外の名義にて申込み
をしていた場合は失効となります。

　【添付書類について】
●必要な添付書類(11・14・15ページ参照)が揃ったら、□に
チェックをしてください。（□⇒□）

　※補助金交付の申請をする際には、本申請書と添付書類を全て
　揃えた状態で提出しなければなりません。

　【他の国庫補助金等の受給の有無について】
●エコキュートの導入にあたって、本補助金以外に国の補助金
を「受給している」か「受給していない」か、当てはまる
方の□にチェックをしてください。（□⇒□）

　※「受給している」場合は本補助金交付の申請はできませんの
　で失効となります。

給
湯

給
湯

給
湯

記入例 記入例
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（一般社団法人　日本エレクトロヒートセンター　指定書式）

申請日    平成　　 年　　 月　 　日 受理番号

一般社団法人日本エレクトロヒートセンター　会長　殿

平成２１年度高効率給湯器導入促進事業費補助金
リース料減額証明書

  以下のリース事業者は、高効率給湯器導入促進事業費補助金交付規程第９条第３項に基づき、リース契約者
に対し、以下のとおり補助金相当額のリース料を減額致します。

１．リース事業者およびリース契約者について

法人名または氏名 （注１） 担当者名 電話番号

リース事業者

リース契約者

注１：「社印」、「印」にそれぞれ「リース事業者の印」、「リース契約者の印」を押印してください。（実印や法人登録印の必要はありません）

注２：「 特定月のリース料での還元」をする場合は、還元する月数のみ記入して下さい。

２．リース料減額内容について

(1)減額（補助金還元）方法              
　　　　　　以下の３パターンから該当するものに○印をして下さい。
  　　 補助金相当額の一括還元             
  　　 毎月のリース料から一定額を還元             
 　　 特定月のリース料での還元             

(2)リース料の明細

(3)減額の結果

　A:補助金がない場合のリースプラン  
補助金相当額の一括還元
毎月のリース料から一定額を還元  
特定月のリース料での還元（注２）

月額リース料（注２） 月　数（注２） 合　計

円 円＝

＝

＝

円

ヶ円

円 円ヶ円

円 円ヶ円

×

×

×

補助金相当額の一括還元               
  計算式： の合計　　　　　　　  ＝　　　 減額　　　　　　　　円　≧　補助金交付額       
毎月のリース料から一定額を還元               

  計算式：Aの合計　－　 の合計　＝　　　 減額　　　　　　　　円　≧　補助金交付額       
特定月のリース料での還元               

  計算式：Aの合計　－　 の合計　＝　　　 減額　　　　　　　　円　≧　補助金交付額       

社印

印

注３：リース契約者は、上記減額方法について承認する場合は署名をしてください。   

          

本用紙のコピーを大切に５年間保管してください。     

この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４を使用ください。 

上記減額方法につき、承認しました。（注３）　（リース契約者名）　

（有限責任中間法人　日本エレクトロヒートセンター　指定書式）

注1． ｢作成日｣には、本証明書を作成した日付をご記入ください。

注2． ｢販売会社｣には、住所、会社名をご記入ください。ゴム印等でも結構です。

注3． ｢据付時の給湯器｣には、設置されたエコキュートが補助金申込み時と異なる場合に、メーカー名、
       機種名(型式)をご記入ください。

       補助金申込み時と据付時の給湯器が同じ場合には、記入しなくて結構です。

　　 また、据付時の給湯器が、補助対象給湯器でない場合は、補助金を交付できませんので
       ご注意ください。 

注4． ｢領収金額｣には、実際に販売された価格のうち、機器本体価格（ヒートポンプユニット、
       タンクユニット、台所リモコン、風呂リモコンの合計金額）をご記入ください。
       税抜き価格をご記入ください。

注5． 本証明書の写し（コピー）を補助金交付申請書に添付して提出してください。  

本用紙を大切に５年間保管してください。 
この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４を使用ください。

【領収金額証明書の記入方法についてのご説明】

記

円領収金額(税抜き)(注4)   

据付時の給湯器(注3) 

補助金申込み時の給湯器

メーカー名 機 種 名(型 式)

補助対象給湯器（ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器）に係る機器費の領収金額が下記のとおりである
ことを証明します。

平成20年度 補助対象給湯器 領収金額証明書

殿

(注1)

(注2)（販売会社）
  
  住　所
  
  会社名

（申請者名）

作成日       平成  20 ・ 21  年 　　月 　　日

補助対象給湯器
領収金額証明書

（これは見本です）

（一般社団法人　日本エレクトロヒートセンター　指定書式）

注1． ｢作成日｣には、本証明書を作成した日付をご記入ください。

注2． ｢販売会社｣には、住所、会社名をご記入ください。ゴム印等でも結構です。

注3． ｢実際に設置された給湯器｣には、実際に設置された給湯器が補助金申込み時と異なる場合に、メーカー名、
       機種名(型式)をご記入ください。

       補助金申込み時と実際に設置された給湯器が同じ場合には、記入しなくて結構です。

　　 また、実際に設置された給湯器が、補助対象給湯器でない場合は、補助金を交付できませんので
       ご注意ください。 

注4． ｢領収金額（税抜き）｣には、実際に販売された価格のうち、機器本体価格（ヒートポンプユニット、
       貯湯タンク、台所リモコン、風呂リモコンの合計金額）の税抜き価格をご記入ください。

注5． 本証明書の写し（コピー）を補助金交付申請書に添付して提出してください。  

本用紙を大切に５年間保管してください。 
この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４を使用ください。

【領収金額証明書の記入方法についてのご説明】

記

円領収金額（税抜き）（注4） 

実際に設置された給湯器（注3） 

補助金申込み時の給湯器

メーカー名 機 種 名（型 式）

補助対象給湯器（ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器）に係る機器費の領収金額が下記のとおりである
ことを証明します。

平成21年度 補助対象給湯器 領収金額証明書

殿

(注1)

(注2)（販売会社）
  
  住　所
  
  会社名

（申請者名）

作成日       平成  21 ・ 22  年 　　月 　　日

エコキュートを設置した住所の「１．電気お客さま番号」「２．電気の契約者のお名前」を、申請者ご本人

が最寄の電力会社の窓口に連絡し、確認したうえで記入して添付してください。

東京電力株式会社(１６桁)・・・注意：桁の区切り方が違う場合は、左づめで１３桁を記入してください。

中国電力株式会社(１３桁)・・・ご契約番号

沖縄電力株式会社(１３桁)・・・電気番号

２．電気の契約者のお名前を記入してください。

親　族 自宅兼店舗 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本用紙のコピーを大切に５年間保管してください。
この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４を使用ください。

(添付書類１の別紙)

電気のお客さま番号と契約者氏名の報告書

(ご記入方法について)

１．電気のお客さま番号を記入し、その電力会社名にチェックを入れてください。

－

副

‐

営業所

中部電力株式会社(１３桁)

‐‐ ‐

‐

枝 識別

‐

－

‐

枝

‐ ‐

回数 住居街区市町村

種別

‐

町字

区　画 住　　居・　　家

‐

住居

枝需給単位』

‐ ‐

フリガナ

画番号 CD枝

‐‐

区　　画・　町

‐

‐

‐

九州電力株式会社(１９桁)

家番号

計算区 地区作業区

‐

営業所

お客さま番号

地区

‐

支  店

‐ ‐

‐

供給エリア・サービス区

関西電力株式会社(１４桁)

－

北陸電力株式会社(１４桁)

‐

＋

店所番号(3桁)

（一般社団法人　日本エレクトロヒートセンター　指定書式）

北海道電力株式会社(１７桁)

‐‐

発行回

‐

支店

もしも、電気の契約者名義と補助金交付申請書の申請者氏名が異なる場合には、その関係について該当する理由にチェックをして
ください。

枝番住　所

住所コード 街区(画)

営業所

ブロック 種別

‐

お 客 さ ま 番 号（13桁）

契約』

東北電力株式会社(１７桁)

街区

‐

契別番　号

‐ ‐

‐

番　　 号　

四国電力株式会社(１３桁)

日程 所

‐

電気ご使用量のお知らせ

様

お客様番号

000-0000-00-0000

ご使用場所
○○○市○○○○区○○町○1-2-3

ご使用量

ご使用予定額

00年00月分のご使用期間　00月00日～00月0

検針票
（これは見本です）

電気ご使用量のお知らせ

様

お客様番号

000-0000-00-0000

ご使用場所
○○○市○○○○区○○町○1-2-3

ご使用量

ご使用予定額

00年00月分のご使用期間　00月00日～00月0

添　付　書　類　の　貼　付　台　紙

(添付書類１)

(添付書類2)

添付書類１には、「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」の写しを貼付していただくか、電力会社に

お電話をいただき、(添付書類１の別紙)に必要事項を記入していただくか、または、エコキュート

の写真を貼付してください。

｢電気ご使用のお知らせ(検針票)｣の写しを貼付する場合

電力会社が発行したエコキュートの設置先住所の｢電気ご使用のお知らせ(検針票)｣

の写しを貼付してください。

別添の｢電気のお客さま番号と契約者氏名の報告書｣に記入する場合

別添の(添付書類１の別紙)｢電気のお客さま番号と契約者氏名の報告書｣に｢電気の

お客さま番号｣と｢電気の契約者のお名前｣を記入して提出してください。

エコキュートの写真を貼付する場合

エコキュートの｢ヒートポンプユニット｣と｢タンクユニット｣の電気工事を除く配管工事

が終了し、使用可能な状態である写真の全景を撮ってください。複数枚でも結構です。

配管の途中や置いただけ等の工事中の写真では受け付けることが出来ません。

※ご不明な点は、当センターにお問い合わせください。

添付書類２には、エコキュートの保証書の写しを貼付してください。

　　エコキュートを購入した際に、メーカー、販売店が発行した正規の｢保証書｣の写しを

　　この台紙の上に貼付してください。

※貼付する前に、ご確認いただくことについて

保証書の｢お客さま名｣には、申請者氏名が記入されていること。

保証書の｢お客さま住所｣には、エコキュートの設置先住所、または、現住所が記入され

　ていること。

保証書の｢お買い上げ日｣が記入されていること。

保証書の｢販売店名｣が記入されていること。

設置されたエコキュートの銘版に印字されている型式(機種・品番)・製造番号と、

　保証書に印字されている型式(機種・品番)・製造番号が一致していること

※ご不明な点は、当センターにお問い合わせください。

貼付台紙
（これは見本です）

添　付　書　類　の　貼　付　台　紙

(添付書類１)

(添付書類2)

（添付書類１）には、「電気ご使用量のお知らせ(検針票)」の写しを貼付していただくか、（添付書類１

の別紙）に必要事項を記入していただくか、または、エコキュートの写真を貼付してください。

｢電気ご使用量のお知らせ(検針票)｣の写しを貼付する場合
電力会社から発行された、エコキュートを設置した住所の「電気ご使用量のお知らせ(検針票）」の写しを貼付してください。

別添の｢電気のお客さま番号と契約者氏名の報告書｣に記入する場合
エコキュートを設置した住所の「１．電気のお客さま番号」「２．電気の契約者のお名前」を、申請者ご本人が最寄の電力会社の

窓口に連絡し、確認したうえで記入して添付してください。

エコキュートの写真を貼付する場合
次の条件を全て満たしていることをご確認のうえで貼付してください。

条件１：

条件2：

※ご不明な点は、当センターにお問い合わせください。

（添付書類２）には、エコキュート機器本体に付属している、メーカーが正規と認めた「保証書」の

写しを貼付してください。

※保証書を貼付する前に、下記の点をご確認ください。

「お客さま名」に、申請者名が記入されていること。

「お客さま住所」に、エコキュートの設置先住所または、現住所が記入されていること。

「お買い上げ日」が記入されていること。

「販売店名」が記入されれいること。

設置されたエコキュートの銘版に印字されている型式（機種・品番）・製造番号と保証書　

　に印字されている型式（機種・品番）・製造番号が一致していること。

※記載内容に未記入や重大な不備がある保証書では添付書類として受け付けることが　

　　　  できませんので、再提出をしていただくことがあります。

※ご不明な点は、当センターにお問い合わせください。

（一般社団法人　日本エレクトロヒートセンター　指定書式）

使用可能な状態のエコキュートの「ヒートポンプユニット」・「貯湯タンク」の両方の全景が写っていること。（「場所

が狭くて両方の全景を一緒に写せない」などの理由がある場合は、ヒートポンプユニットと貯湯タンクの全景を別々

に写して複数枚を添付していただいても結構ですが、その場合は、メーカーが特定できる部位（メーカー名表示部

分）を必ず含めてください。）

※上記の条件を満たしていない（「設置工事前や設置工事途中の状態」「機器の一部しか写っていない」等）と当センター

　で判断されるものは受け付けることができません。

「ヒートポンプユニット」の配管部分が写っていること。

添付書類について11
添付書類（1）（2）は、添付書類の貼付台紙をご使用ください

添付書類の貼付台紙

添付書類（3）は、書類の作成を、販売会社に依頼してください

●用紙は『補助金申込受理通知書』
　に同封※されております。
※実際の用紙はA4サイズです。

●「平成21年度 補助対象給湯器 領収
金額証明書」は、補助金交付の対象
となるエコキュートの購入金額（機
器費）を、購入先である販売会社に
証明してもらう書類※です。用紙は
『補助金申込受理通知書』に同封
されています。
※当センターが指定する書式ですので、
販売会社が独自で発行する領収証等
では受け付けることはできません。

●【添付書類の貼付台紙】の貼付枠内に貼り付けて、補
助金交付申請書に添付してください。
●貼り付ける際には、機器本体に付属している、メー
カーが正規と認めた保証書の写しであること、記載
内容が添付書類として受け付けることのできる状態
の保証書※であることを確認してください。
※11ページ参照

●証明してもらう購入金額（機器費）は「ヒート
ポンプユニット」「貯湯タンク」「台所リモコン」
「風呂リモコン」の合計（税抜）です。
※工事費用、その他付属部品の費用は含めないで
ください。（2ページ「補助金交付の対象となる
費用」参照）

●必要事項（太枠線内）が全て記入されている
ことを確認したうえで、その写しを補助金
交付申請書に添付してください。

 添付書類（3）
【補助対象給湯器領収金額証明書の写し】

ヒートポンプ給湯器　保証書

機　種

お買い上げ日

製造番号ＨＰ- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

お名前

ご住所
〒

保証対象○○

年　　　　月　　　　日

保証書
（これは見本です）

5

 添付書類（2）
【エコキュート保証書の写し】4

販売店名・住所・電話

様

添付書類（4）（5）は、家庭用リース・業務用リースで申請する際に必要な添付書類です

平成21年度
補助対象給湯器
領収金額証明書

（これは見本です）

●用紙は『補助金申込受理通知書』
　に同封※されております。
※実際の用紙はA4サイズです。

●「リース契約者名義」「リース契約期間」「設置先住所」が
正しく記載されていることを確認したうえで、その写しを
添付してください。

 添付書類（4）
【リース契約書の写し】6

 添付書類（5）
【リース料減額証明書】7

リース料
減額証明書

（これは見本です）

ヒートポンプ給湯器　保証書

機　種

お買い上げ日

製造番号ＨＰ- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

お名前

ご住所
〒

保証対象○○

年　　　　月　　　　日

保証書
（これは見本です）

販売店名・住所・電話

様

●「リース料減額証明書」は、リース用申請者が、リース契約
　者に補助金相当額を還元※することと、その還元方法を
　証明するための書類です。用紙は『補助金申込受理通知
　書』に同封されています。

※補助金の交付を受けた際、リース用申請者（エコキュートの所有権者またはリース事業者）は、
　リース契約者（エコキュートを使用する方）に対して以下の ～ のいずれかの方法で補助金
　相当額を還元していただくことになります。
補助金相当額の一括還元　 毎月のリース料から一定額を還元　 特定月のリース料での還元

●必要事項全てに記入・押印があることを確認したうえで、原本を添付してください。

●用紙は『補助金申込受理通知書』に同封※されております。
※実際の用紙はA4サイズです。

●用紙は『補助金申込受理通知書』に同封※
　されております。
※実際の用紙はA4サイズです。

 添付書類（1）
【 ～ のうち、どれかひとつの書類】3
業務用および家庭用第5期の方は を添付してください。

電気ご使用量のお知らせ（検針票）の写し

電気のお客さま番号と契約者氏名の報告書

使用可能な状態のエコキュートの「ヒートポンプユニット」

　「貯湯タンク」の両方が確認できる写真

■ を添付書類とする場合
●【添付書類の貼付台紙】の貼付枠内に貼り付けて、補助金交付
申請書に添付してください。
●貼り付ける際には、エコキュートを設置した住所の「電気ご使用
量のお知らせ（検針票）」であることを確認してください。
※11ページ参照

■ を添付書類とする場合
●【添付書類の貼付台紙】に貼り付ける必要はありません。必要
事項を記入し補助金交付申請書に添付してください。
●添付する際には、必要事項※が全て記入されていること、記入
した内容がエコキュートを設置した住所のものであることを
確認してください。
※11ページ参照

■ を添付書類とする場合
●【添付書類の貼付台紙】の貼付枠内に貼り付けて、補助金交付
申請書に添付してください。
●貼り付ける際には、添付書類として受け付けることのできる
写真の条件※を満たしていることを確認してください。
※11ページ参照

写真
（これは見本です）

電気のお客さま番号と
契約者氏名の報告書
（これは見本です）

検針票
（これは見本です）

添付書類の貼付台紙
（これは見本です）


