別表

政策テーマにおける対象カテゴリと商品例

交換商品の対象は、複数の要件（対象要件、除外要件）により限定しています。対象となる交換商品は下図の斜線部分になります。

・共通要件

：

全ての商品に係る対象要件

・共通除外要件 ：

該当すると対象にならない除外要件

・一般要件

各政策テーマが掲げる要件

：

・対象カテゴリ ：

各政策テーマが対象とする商品群

・追加要件

：

各対象カテゴリに追加される対象要件

・商品例

：

各対象カテゴリが想定する具体的な商品例

・除外商品

：

各政策テーマで特に除外される商品例

共通要件・一般要件

除外
商品

共通除外要件

交換商品

商品例

対象カテゴリ
・追加要件

［確認］共通要件と共通除外要件
以下のすべてを満たすこと。

共通要件

共通除外要件

・郵便、宅配便により納品できるもの（手渡し等不可）
・500～60万ポイント（送料含む）の範囲で、100ポイント単位でポイント数が設定されるもの
・2019年10月1日～2020年8月31日に提供され、納品完了報告ができるもの
・メーカーが設定する消費期限、利用期限内のもの
・新品、未開封のもの（中古品不可）
・十分な在庫を有し、納品依頼から20日以内に納品できるもの

次世代住宅ポイントの
発行対象製品

対象製品として事務局に登録されているかを問わず、以下に該当する製品
・内窓、外窓、ガラス交換、ドア交換
・太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯機、浴室乾燥機、ビルトイン食器洗機、掃除しやすいトイレ、節水型トイレ、ビルト
イン自動調理対応コンロ、宅配ボックス、掃除しやすいレンジフード、節湯水栓
・手すり、段差解消、ホームエレベーター、衝撃緩和畳

公序良俗に反するもの

・使用済の下着、制服、水着、体操服等
・盗撮写真、盗撮ビデオ、盗撮機器
・犯罪方法やテロ行為の手引き、その他犯罪性の高い商品、犯罪を誘発するおそれのある商品
・モザイク除去機器
・暴力団、不良集団、テロ組織、暴走族等に関係する商品
・グロテスクな商品、その他嫌悪感・不快感を与える商品

法令で販売・所持が
規制されているもの

・鉄砲類、刀剣類
・麻薬、覚醒剤、向精神薬等の薬物
・盗品
・医療品成分を含む健康食品
・不正改造バイク

商品に関する契約等で譲渡・
転売が禁止されているもの

・預貯金や証券の口座、預貯金通帳、クレジットカード、キャッシュカード、ローンカード等

悪用されるおそれのあるもの

・印影から印章を作成するサービス
・免許証、パスポート、健康保険証等の身分証明書
・個人情報、それらの情報が含まれた触媒（名簿、住民票等）、IDやパスワード
・官公庁・企業の入館証、社員証、役職や身分を示すバッジ、制服等

青少年の保護育成上
好ましくないもの

・アダルトグッズ
・性風俗店の宣伝広告、チケット等
・青少年の保護育成上好ましくないビデオ、DVD、写真集、書籍、雑誌
・児童ポルノ

危険なもの

・爆発物、高圧ガス等の危険物
・毒物、劇薬
・スタンガン、催涙スプレー、警棒等、武器として使用されるおそれのあるもの（護身目的の商品を含む）

他人の権利・利益を侵害
する可能性のあるもの

・偽ブランド品、レプリカ、ブランド品のリメイク品や類似品、真正品であると証明できない商品
・ブランド名等を活用して「○○風」、「○○調」等と表記して販売される商品
・無断で撮影したプロマイド、無許可でタレント画像等を使用した商品等、
肖像権、パブリシティ権を侵害する商品
・他人の名誉、信用を毀損する商品
・スクランブルキャンセラ－、コピーガードキャンセラ－

商品の効用等についての
根拠の乏しいもの

・「金運上昇」や「波動」等を謳うもの
・迷信や非科学的な表現により効用を謳うもの

換金性の高いもの

・金、銀、プラチナ等の貴金属、宝石、これらを素材とした製品
・アクセサリー、腕時計
・商品券、金券、ギフト券、新幹線等の回数券等
・金融商品
・携帯・スマートフォン等

無形のサービスや役務の提供
（※）役務とは、他人のために行う
労務又は便益であって、独立して商
取引の対象となるサービスを指す

その他、本制度の主旨に鑑み、対象
商品として含めることがふさわしく
ないもの

・レンタル（着物、ドレス、アウトドア用品、家電等）
・家事代行（炊事洗濯、エアコン清掃、庭木の手入れ、クリーニング等）等の訪問サービス、マッサージ、健康診断
・専門家相談（医療、保険、法律、住宅ほか）
・リフォーム工事
・レジャー施設、レストラン等のお試しクーポン等
・興業チケット、旅行サービス・旅行券
・昆虫・ペット等の生体、ペット用品
・美術品
・自動車、不動産
・医薬品、医薬部外品、化粧品、精力剤
・コンタクトレンズ
・ＣＤ、ＤＶＤ、漫画
・ゲーム機、カードゲーム、フィギュア
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別表

政策テーマにおける対象カテゴリと商品例

省エネ・環境配慮
に優れた商品
No

一般要件

生産・加工等の工程において環境上の課題に対し、一定の妥当な配慮がなされていることについて、
認証制度の取得状況等により妥当と考えられる内容が明示されていること

除外商品

共通除外要件に該当する商品

対象カテゴリ

1 家電

省エネ家電

商品例
パソコン

追加要件

デスクトップコンピュータ（一体型含む）
ノートブックコンピュータ/ツーインワンノートブック
ワークステーション
シンクライアント
コンピュータサーバ

・省エネルギーラベルにおいて
省エネ達成基準率が１００％を超えているもの

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

・エコマーク認定を取得しているもの

プリンター・
スキャナ
（その他周辺機
器・サプライ含
む）

インクジェット/レーザープリンター/デジタル印刷機
複合機/ファクシミリ/コピー機/スキャナ
インクカートリッジ・トナーカートリッジ

↑

ディスプレイ

液晶ディスプレイ/モニター

・国際エネルギースタープログラムに
適合しているもの

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
液晶テレビ

液晶テレビ

・省エネルギーラベルにおいて
省エネ達成基準率が１００％を超えているもの

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
・エコマーク認定を取得しているもの
レコーダー

ブルーレイディスクレコーダー・プレーヤー/DVDレコーダー・プレーヤー

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
プロジェクター

プロジェクター

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
エアコン

エアコン

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
省エネ照明

シーリングライト、シーリングライト/ペンダントライト/シーリングスポット/シャンデリア/
・省エネルギーラベルにおいて
天井照明
スポットライト/和風照明/ライティングセット/スタンドライト/シーリングファン/
省エネ達成基準率が１００％を超えているもの
ブラケットライト/エクステリアライト/キッチンライト/ダウンライト
・エコマーク認定を取得しているもの
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
照明機器

卓上スタンドライト/デスクライト

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
電球

電球型LEDランプ

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
インテリア

寝具

ベッド・
マットレス

ベッド/マットレス

・エコマーク認定を取得しているもの

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
ふとん・毛布

毛布/布団/ブランケット

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
枕・クッション

枕/クッション

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
寝具カバー類

ベッドカバー/ベッドスプレッド/掛けカバー/敷きカバー/枕カバー/
フラットシーツ/フィットシーツ/ベッドシーツ/枕カバー/タオルケット

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
カーテン・
ブラインド

カーテン

カーテン/レースカーテン/遮光カーテン/カフェカーテン/ドレープカーテン/
裏地カーテン/アコーディオンカーテン

ブラインド・
木製ブラインド/布製ブラインド/金属製ブラインド/プラスチック製ブラインド/竹
ロールスクリーン 製ブラインド/ロールスクリーン/プリーツスクリーン/シェード/
ローマンシェード/のれん

↑

すだれ・サン
シェード

↑

すだれ/よしず/サンシェード

日射調整フィルム 日射調整フィルム/障子

↑

カーペット・敷物 カーペット・ラグ タフテッドカーペット/タイルカーペット/ウッドカーペット/ニードルパンチカー
ペット/い草カーペット/畳カーペット/システム畳/ムートン/クッションフロア/
織じゅうたん/掘りごたつ用カーペット/ラグ
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

雑貨・日用品

園芸用品

なし

・エコマーク認定を取得しているもの

マット

マット/ジョイントマット/コルクマット/玄関マット/屋外用ドアマット/
床保護マット/廊下敷き/階段マット/チェアマット
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

↑

園芸植物

花束/切花/鉢花/スタンド花/苗木/植木/フラワーアレンジメント/ブーケ/
ブートニア/果樹/落葉樹/常緑樹/針葉樹/サボテン/多肉植物/観葉植物/水生植物/
盆栽/苔玉/種/種子/種芋/苗/球根

なし

園芸用具

鉢/植木鉢/水鉢/睡蓮鉢/花瓶/プランター/フラワースタンド/ソーサー/受け皿/
↑
バスケット/プランターカバー/プランターハンガー/鉢底石/軽石/園芸用土/園芸用
肥料/害虫駆除剤、忌避剤/植物成長調整剤/除草剤/植物用害虫駆除スプレー散布剤
/植物用殺菌剤/植物成長活力剤/土壌改良剤/剪定ばさみ/園芸用のこぎり/刈り込み
ばさみ/剪定ばさみケース/高枝切りばさみ/園芸用ナイフ/園芸用なた/園芸用かま
/園芸支柱/グリーンフェンス/ガーデンアーチ/スコップ/シャベル/じょうろ/散水用
ホース・リール/散水ノズル/園芸用霧吹き/スプリンクラー/散水コネクタ/散水タイ
マー/園芸用バケツ/園芸ラック/園芸用ラベル/鉢底ネット/ヘッジトリマー/電動芝
生バリカン/芝刈り機/草刈機/刈払機/チェーンソー/ブロア/噴霧器/育苗機/防虫
ネット/収穫袋・かご/収穫コンテナ/収穫台車・キャリー/農業用一輪車/ガーデンエ
プロン/ガーデングローブ・手袋/貯水タンク
（注）表中の“↑”は『同上』を意味します
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政策テーマにおける対象カテゴリと商品例
一般要件

災害発生時の被害の防止・抑制や円滑な避難、生活手段の確保・維持等に資することについて、
妥当と考えられる内容が明示されていること

除外商品

共通除外要件に該当する商品

防災関連商品
No

対象カテゴリ

2 インテリア

寝具

商品例
ベッド・
マットレス

マットレス/ベッドパッド

追加要件
・防炎ラベルを取得しているもの

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
ふとん・毛布

ふとん/毛布

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
枕・クッション

枕（陶製や藤製のものを除く）/クッション/座ぶとん

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

カーテン・
ブラインド

寝具カバー類

ベッドカバー/ベッドスプレッド/掛けカバー/敷きカバー/枕カバー/フラットシーツ ↑
/フィットシーツ/ベッドシーツ/枕カバー/タオルケット/椅子カバー/ソファーカ
バー
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

カーテン

カーテン/レースカーテン/遮光カーテン/カフェカーテン/ドレープカーテン/
裏地カーテン/アコーディオンカーテン

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
ブラインド・
木製ブラインド/布製ブラインド/竹製ブラインド/ロールスクリーン/プリーツスク
ロールスクリーン リーン/シェード/ローマンシェード/のれん

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
障子

障子

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
カーペット
・敷物

カーペット・ラグ カーペット/タフテッドカーペット/ニッテッドカーペット/フックドラッグ/接着
↑
カーペット/ニードルパンチカーペット/じゅうたん（織りカーペット[緞通を除く])
/ござ
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
マット

マット/カーマット/キッチンマット/バスマット/灰皿マット

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

防災・避難用品

防災・避難用品

防災用品

耐震ベッド/シェルター/感震ブレーカー/耐震マット/耐震ゲル/耐震・転倒防止用接 ・感震ブレーカーについては、
着マット/家具・テレビ転倒防止器具/転倒防止用突っ張り伸縮棒/固定ワイヤー/開
※感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン
き戸ストッパー/窓ガラス飛散防止フィルム/消火器/火災警報器/ガス警報器
（H27内閣府)に基づく一定の性能が確認できる
ものに限る
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

避難用品

非常用持ち出し袋/緊急避難セット/懐中電灯・ランタン/携帯ラジオ/防災ラジオ
・災害発生に際し避難や避難生活、
/携帯用トイレ/仮設・簡易トイレ/救急箱・救急セット/給水用ポリタンク/カセット
復旧の為に使用できるもの
コンロ/工具セット/防災頭巾/防災ヘルメット/メガホン/拡声器/担架/災害救助用品
/簡易毛布・寝袋/避難はしご/防煙・防塵マスク
・関連用品を多数備えた避難セット
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

電池・充電池

電池
充電池
電池充電器
ポータブル電源
非常用電源

・災害に備えて用意しておくもので、
災害発生に際し避難や避難生活、復旧
の為に使用できるもの

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

非常食・保存食

非常食セット
長期保存水
乾パン・缶詰
アメ、チョコレート
飲料水
アルファ米、レトルト食品

・長期間保存に耐え、調理に手がかからず、持ち
運びに便利で、栄養価が高く腹持ちがよいもの
・５年以上の保存期間が明示されている左記の商
品等がセットとしてまとめられたもの
・非常食用ないし備蓄用であることが明示されて
いるもの

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

（注）表中の“↑”は『同上』を意味します
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政策テーマにおける対象カテゴリと商品例

健康関連商品
No

一般要件

健康の保持増進や高齢者が安心して生活できる環境づくりに資することについて、
妥当と考えられる内容が明示されていること

除外商品

共通除外要件に該当する商品
商品例

対象カテゴリ

3 食料品・飲料

スポーツ・健康増
進

追加要件

健康食品

保健機能食品
チューインガム/乳酸菌飲料/はっこう乳/テーブルシュガー/炭酸飲料/乳酸菌飲料
（栄養機能食品を （殺菌）/乳製品乳酸菌飲料/果実着色炭酸飲料/調味酢/清涼飲料水/シロップ漬け/
除く）
チョコレート/粉末清涼飲料/米飯類（かゆ）/コーヒー飲料/シリアル/ゼリー飲料/
即席麺/粉末ゼリー飲料/果実飲料/茶系飲料/充填豆腐/錠菓/粉末スープ/粉末ゼリー
/乾燥スープ/かまぼこ/顆粒/乾燥かゆ/クッキー/ゼリー/ソーセージ類/ハム類/果
実・野菜飲料/即席みそ汁/米菓/キャンディー/パン/ビスケット類/冷凍醗酵乳(ﾌﾛｰ
ｽﾞﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ)/とうふ/乳飲料/はっ酵豆乳/フィッシュソーセージ/ふりかけ/粉末乳飲
料/焼きちくわ/果汁入り飲料/納豆/豆乳飲料/米飯/乾めん/茶系飲料（ティーバッ
グ）/粉末/米飯類（白飯）/食用調理油/調味料/調製豆乳/緑茶清涼飲料/マーガリン
/ハンバーグ/ミートボール/殺菌はっ酵豆乳/ファットスプレッド/殺菌乳酸菌飲料
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

食品表示法に基づく保険機能食品（栄養機能食品
を除く）に該当すること
・特定保健用食品
・機能性表示食品

スポーツ

スポーツ用品
（衣類除く）

なし

ゴルフ用品（ゴルフボール、クラブ、ゴルフ用バッグ、ヘッドカバーなど）
スキー/スノーボード用品（スキー板、ストック、スノーボード、ゴーグルなど）
野球/ソフトボール用品（野球ボール、ソフトボール、バット、グローブなど）
サッカー/フットサル用品（サッカーボール、フットサルボールなど）
テニス用品（テニスボール、ラケットなど）
バドミントン用品（シャトル、バドミントンラケットなど）
卓球用品（卓球ボール、卓球ラケットなど）
バスケットボール用品（バスケットボール、バスケットゴールなど）
ラグビー用品（ラグビーボール、プロテクターなど）
スケートボード用品（スケートボード、プロテクターなど）
ヨガ・ピラティス用品（ヨガマット、ヨガポール、ボルスターなど）
フィッシング用品（釣り竿、リール、ルアーなど）
その他スポーツ用品

フィットネス用品 ウォーキング・ランニングマシーン/フィットネスバイク/ステッパー/ローイングマ ・屋内において運動するための器具
（衣類除く）
シーン/レッグスライダー/エキスパンダー/振動マシン/ダンベル/アレー/ウエイト/
ケトルベル/バーベル/フィットネスバー/トレーニングベンチ/プレスベンチ/シット
アップベンチ/大型トレーニングマシン/リストウエイト/アンクルウエイト/EMS/腹
筋ベルト/腹筋器具/懸垂器具/プッシュアップバー/メディシンボール/リストスト
ラップ/リストラップ/トレーニンググローブ/トレーニングベルト/バランスボール/
トレーニングチューブ/フォームローラー/バランスディスク/バランスボード/ス
テップ昇降台/エクササイズマット/なわとび/フラフープ/ボクササイズ用品
/ウエストトリマーベルト/ストレッチ器具/トレーニングラダー/トランポリン/乗馬
マシン ※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
アウトドア

アウトドア用品
（衣類除く）

テント/タープ/マット・パッド/寝袋・シュラフ/折りたたみ式ベッド/エアーマット なし
/エアーベッド/ピロー(枕)/エアーポンプ/インナーシート/インナーマット/バー
ナー/バーベキューコンロ/焚火台/七輪/トーチ・火起こし/コンロアクセサリー/ア
ウトドア用クッカー（ハンゴウ・鍋・ザル・フライパンなど）/ダッチオーブン/ア
ウトドア用クッキングツール（鉄板・網・炭トング・BBQツールなど）/アウトドア
用食器・カトラリー・マグ/燻製・スモーカー用品/着火剤/ガスカートリッジ・ボン
ベ/液体燃料/固形燃料/炭/薪/燃料ボトル・タンク/折りたたみ式テーブル/折りたた
み式チェア/折りたたみ式ベンチ/折りたたみ式テーブル・チェアセット/ハンモック
/ジャグ/ポリタンク・ウォータータンク/フラスコ・スキットル/クーラーボックス/
保冷剤/ヘッドライト/ヘッドライト用アクセサリー/ハンディライト/ランタン/ラン
タン用アクセサリー/グランドシート/レジャーシート・ブランケット/サンシェード
/パラソル/リュック・ザック/ハイドレーションバッグ/圧縮バッグ/背負子/ナイフ
マルチツール/スコップ・シャベル/キャリーカート/オイルライター/ガスライター/
携帯灰皿/方位磁石・温度計/マップメジャー・マップケース/双眼鏡・単眼鏡

自転車

シティサイクル

シティサイクル/ファミリーサイクル/折りたたみ自転車/小径車(ミニベロ)

スポーツサイクル ロードバイク/クロスバイク/マウンテンバイク(MTB)/BMX/クルーザー自転車

↑
↑

自転車アクセサリ 自転車鍵・ロック/自転車カバー/自転車用ベル/自転車用荷台・かご/自転車用ライ ↑
ト/空気入れ/泥よけ・フェンダー/ボトルケージ/スマートフォンホルダー/ディスプ
レイスタンド/自転車用バッグ/自転車用ミラー/サイクルコンピューターGPS/サイク
ルコンピューターGPS用アクセサリー
家電

健康家電

マッサージチェ
マッサージチェア/フットマッサージャー/ネックマッサージャー/マッサージクッ
ア・マッサージ機 ション/座布団型マッサージ器/ハンディマッサージャー/マッサージシート/腰・骨
盤マッサージャー
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律に基づく、特定管理医療
機器

エアコン

エアコン

なし

扇風機

扇風機/冷風扇/冷風扇風機/クリップ扇風機/壁掛け扇風機/リビング扇風機/スリム
扇風機/卓上扇風機/携帯扇風機/ボックス扇風機/タワーファン/サーキュレーター

↑

ヒーター・ストー ストーブ/電気ストーブ/パネルヒーター/セラミックヒーター/カーボンヒーター/ハ ↑
ブ
ロゲンヒーター/電気ファンヒーター/石油ファンヒーター/ガスファンヒーター/窓
下ヒーター/ホットカーペット/ホットマット/電気敷毛布/電気掛毛布/電気あんか/
暖房テーブル/こたつ/
空気清浄機

空気清浄器/脱臭機

↑

加湿器・除湿機

加湿器/除湿機/アロマディフューザー

↑

体温計・血圧計

電子体温計/耳式体温計/電子式血圧計

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律に基づく、特定管理医療
機器

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
体重計・体組成計 体重計/体脂肪計/体組成計

なし

その他健康家電

足温器/フットバス/電動歯ブラシ/歯間・口腔洗浄器/アイケア/歩数計

↑

低周波治療器/家庭用電位温熱治療器/補聴器/家庭用電子鍼/吸入器・ネブライザー

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律に基づく、特定管理医療
機器

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
福祉・介護用品

福祉・介護用品

福祉用具

車いす/電動車いす/電動カート/車いす付属品/介護用ベッド本体/介護用ベッドマッ なし
トレス/介護用サイドレール/介護用ベッドテーブル/床ずれ防止用具/体位変換器/手
すり（取付けに際し工事を伴わないもの）/スロープ/歩行器/歩行補助つえ/認知症
老人徘徊感知機器/移動用リフト・介護リフト（取付けに住宅の改修を伴うものを除
く）/自動排泄処理装置/腰掛便座/自動排泄処理装置の交換可能部品/入浴用椅子/入
浴台/浴槽用手すり/浴室内すのこ/浴槽内椅子/浴槽内すのこ/入浴用介助ベルト/浴
用ステップ/簡易浴槽/移動用リフトのつり具部分/杖・ステッキ/杖・ステッキ用ア
クセサリー/介助ベルト

介護用品

おしり拭き/シルバーカー/大人用おむつ・紙パンツ/尿とりシート・パッド/大人用
おむつカバー/尿瓶・排尿器/ポータブルトイレ/ポータブルトイレ用付属品/介助用
消臭・洗浄剤/清拭剤/清拭シート/吸いのみ/自助サポートカトラリー/自助サポート
食器/呼出しコール/防水シーツ/介護用クッション/電磁波防護服/ドライシャンプー
/使い捨て手袋/介護ヘルパー用手袋/浴室用滑り止めマット
（注）表中の“↑”は『同上』を意味します
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別表

政策テーマにおける対象カテゴリと商品例

一般要件

家事負担の軽減に資することについて、妥当と考えられる内容が明示されていること

除外商品

共通除外要件に該当する商品

家事負担軽減関連商品
No

商品例

対象カテゴリ

4 家電

キッチン家電

追加要件

冷蔵庫・冷凍庫

冷蔵庫/冷凍庫/冷蔵冷凍庫/保温、冷温庫/ポータブル冷蔵庫

なし

炊飯器

マイコン炊飯器/電子炊飯器/IH炊飯器/圧力IH炊飯器/ガス炊飯器

↑

電子レンジ・オー 電子レンジ/オーブン/トースター/ポップアップトースター/スチームオーブン/コン ↑
ブン・トースター ベクションオーブン/スチームオーブンレンジ

その他キッチン・ 精米機/餅つき機/IH調理器/ホットプレート/自動調理鍋/ガステーブル・コンロ/電 ↑
調理家電
気フライヤー/電気ケトル/電気ポット/コーヒーメーカー/ジューサー/ミキサー/
フードプロセッサー/生ゴミ処理機/ホームベーカリー/フィッシュロースター/たこ
焼き器/アイスクリームメーカー/ヨーグルトメーカー/ワッフル、ホットサンドメー
カー/ワインセラー/かき氷器/豆乳メーカー/真空パック器/密封パック器/ハンドブ
レンダ―/ハンドミキサー/エスプレッソマシン/電動コーヒーミル/電動ロースター/
電気圧力鍋/スロークッカー・低温調理器/スープメーカー/電気スチームクッカー/
卓上IHクッキングヒーター/電気コンロ

掃除・洗濯家電

スマートスピー
カー

雑貨・日用品

掃除機・
ロボット掃除機

紙パック式掃除機/サイクロン式掃除機/ロボット掃除機/コードレスクリーナー/ハ
ンディクリーナー/スティッククリーナー/キャニスター型クリーナー/布団クリー
ナー/スチームクリーナー/乾湿両用クリーナー

↑

洗濯機・乾燥機

縦型(撹拌式)洗濯機/ドラム式洗濯機/乾燥機/洗濯乾燥機/衣類乾燥機/くつ乾燥機

↑

アイロン類

アイロン/コードレスアイロン/ズボンプレッサー/衣類用スチーマー/ハンガース
チーマー

↑

その他掃除・
洗濯家電

高圧洗浄機/バキューム/集じん機/布団乾燥機/電動毛玉取り器超音波洗浄器
/給水・排水ポンプ/電子ミシン/コンピューターミシン/ロックミシン/刺繍ミシン

↑

スマートスピー
カー

スマートスピーカー（対話型の音声操作に対応したAIアシスタントを利用可能な
スピーカーであること）

↑

キッチン・バス・ キッチン用品
トイレ・洗濯・掃
除用品

（家事負担軽減に資 自転車
する自転車）

浄水器/整水器/キッチン用ブラシ、スポンジ/エプロン/ふきん/たわし/タオル/ダス ↑
ター/クロス/キッチンマット/ランチョンマット/漂白剤/鍋/圧力鍋/揚げ鍋・天ぷら
鍋/やかん/ケトル/フライパン/蒸し器/鍋・フライパン用ふた/水筒/マグボトル/食
品保存容器/ピッチャー/塩、胡椒入れ/醤油さし/オイルポット/包丁/ナイフ/キッチ
ンバサミ/まな板/カッティングボード/ピーラー/スライサー/おろし器/泡だて器/ミ
ル/おたま/ヘラ/フライ返し/ターナー/ボウル/ざる/せいろ/バット/ミトン/鍋敷き/
トング/菜箸/みじん切り器/キッチン計量器/キッチンタイマー/調理用温度計/菓
子・パン型/弁当箱/ランチジャー/お盆/トレイ/コースター/スプーン/フォーク/箸/
爪楊枝/食器/グラス/コップ/カトラリー/その他食器/ティーポット/茶器/コーヒー
用品/ティ―用品/ワイン・酒・バー用品/水切りラック/洗い桶/三角コーナー/シン
クマット/キッチンゴミ箱/換気扇カバー/換気扇フィルター/レンジフード/流しスノ
コ/排水口水切りカゴ/排水口カバー/水はね防止スクリーン/箸立て/楊枝入れ/おし
ぼりトレイ/カトラリーケース/カップカバー/バナナスタンド/食卓カバー/保存容
器・キャニスター/漬物器・漬物保存容器/真空保存容器/調味料入れ/おひつ/米びつ
/テーブルナプキン/ナプキンリング/ナプキンスタンド/キッチン洗剤

バス用品

タオル/ボディタオル/バス用ブラシ、スポンジ/バスマット/足拭きマット/シャワー ↑
ヘッド/バスブーツ/バスチェア/風呂蓋・洗面器・手桶/ソープディッシュ/ソープ・
シャンプー用ディスペンサー/浴室用ラック/風呂マット・すのこ/浴室足ふきマット
/風呂ふた/シャワーカーテン/浴室排水口カバー/バススリッパ/半身浴・温浴グッズ
/シャンプースタンド/石鹸置き/バス用かがみ/シャンプー/コンディショナーリンス
/トリートメント/ヘアパック/ボディーソープ/石鹸/洗顔料/バス洗剤/カビ取り剤/
入浴剤/髭剃り・ボディーシェーバー/歯ブラシスタンド

トイレ用品

芳香剤/消臭剤/トイレットペーパー/トイレマット/トイレポット/トイレブラシ
/トイレットペーパーホルダー/トイレ用ペーパーホルダーカバー/便座カバー/便座
シート/サニタリーボックス/ラバーカップ/トイレ洗浄シート/トイレスリッパ
/トイレ洗剤/便座除菌クリーナー

洗濯・掃除用品

アイロン台/洗濯物ハンガー/衣類ハンガー/洗濯ばさみ/ランドリーネット/物干し竿 ↑
/物干し台/物干しラック/布団干し/布団ばさみ/布団たたき/たらい/洗濯板/靴洗い
ブラシ/ランドリーバスケット/ランドリーラック//雨よけカバー/毛玉取り/タオル
掛け/衣類カバー/洗濯洗剤/柔軟剤/漂白剤/洗濯槽クリーナー/
ほうき/はたき/ぞうきん/モップ/ちりとり/バケツ/フロアモップ/フロアワイパー/
カーペットクリーナー/タワシ/台所用スポンジ/台所用ブラシ/浴室掃除用スポンジ/
浴室掃除用ブラシ/排水口・パイプブラシ/トイレブラシ/スクイジー・ガラスワイ
パー/窓・網戸ブラシ/溝ブラシ/デッキブラシ/粘着式クリーナー/モップ絞り器/フ
ロアワックス/パイプ用ブラシ/ゴミ袋/ゴミ箱/掃除洗剤/ガラス用洗剤、ガラスク
リーナー

電動アシスト自転 ・電動アシスト自転車（モーターのみで自走可能な自転車（電動自転車）は除く）
車

↑

↑

（注）表中の“↑”は『同上』を意味します
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別表

政策テーマにおける対象カテゴリと商品例
一般要件

子どもや保護者が使用する子どもの健やかな成長に資することについて、妥当と考えられる内容が明示されていること

除外商品

共通除外要件に該当する商品

子育て関連商品
No
5 ベビー・
キッズ用品

商品例

対象カテゴリ
子供向け
インテリア

学習用品

追加要件

子供用家具・収納 学習机/学習イス/学習机セット/子ども用椅子/子ども用テーブル/子ども用本棚/子
ども用キャビネット/子ども用ラック/子ども用シェルフ/子ども用チェスト/子供用
ハンガーラック/子供用ハンガーポール/子ども用オットマン/子ども用ソファ/絵本
ラック/トイボックス/子供用収納BOX/踏み台/ランドセルラック/ランドセル収納ス
タンド ※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

・主に学習に用いられるもの

子供用寝具

子ども用ベッド/子ども用布団セット/子ども用敷きふとん/子ども用掛けふとん/子
ども用枕/子ども用マットレス/ベビー毛布、ブランケット/おねしょシーツ/ゆりか
ご/バウンサー

なし

学校用文具

鉛筆/ボールペン/シャーペン/マーカー/蛍光ペン/筆ペン/筆/色鉛筆/クレヨン/絵具 ・子供用の仕様であり、
/パレット/絵画用品/習字用具/版画用品/彫刻刀/消しゴム/修正用品/ペンケース/鉛
成人の使用を想定していないもの
筆キャップ/鉛筆ホルダー/鉛筆削り/ノート/手帳/メモ帳/単語帳、単語カード/日記
帳/おりがみ/スケッチブック/画用紙/下敷き/ブックカバー/クリアファイル/キー
ケース/パスケース/メジャー/巻き尺/分度器/コンパス/はさみ/カッター/定規/テー
プ/ホチキス/接着剤/のり/接着はがし液/そろばん/道具箱
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

ランドセル

ランドセル/ランドセルカバー

↑

教材・絵本・図鑑 子供向け絵本/ひらがなドリル/カタカナドリル/漢字ドリル/算数ドリル/英語ドリル 日本図書コードの分類コード（Cコード）が以下に
/国語辞典/漢字辞典/漢和辞典/古語辞典/英和辞典/和英辞典/その他外国語辞典/動 該当するもの（ * は任意の数字）
物図鑑/植物図鑑/昆虫図鑑/天体図鑑
・絵本は【C 8 7 * * 】のもの
・参考書は【C 6 * * * 】または【C 7 * * * 】
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
のもの
・辞書・図鑑【C * 5 * * 】または【C * 6 *
* 】のもの
電子辞書

電子辞書

・上記の基準を満たす辞書が収録されていること。

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
玩具
（対象年齢6歳未
満）

男の子用おもちゃ 男児キャラクタートイ/ミニカー/レールトイ/ロボット・ソフビ人形/電車/建設車両 ・STマークを取得しており、
（STマーク認定） /飛行機・ヘリコプター/船・潜水艦/乗物玩具/浴槽玩具
対象年齢が6歳未満であること
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
女の子用おもちゃ 女児キャラクタートイ/ままごと/人形・ドール/きせかえ/ぬいぐるみ/ごっこ遊び/
（STマーク認定） クッキングトイ/メイキングトイ/抱き人形/お世話パーツ/浴槽玩具

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
知育玩具
ブロック/おえかき/つみき/パズル/リズム・音楽/文字/すうじ・図形/よみ・かき/
（STマーク対象） 地図・国旗/ことば・英語

↑

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
子供用衣類・靴・ 新生児・乳児衣類 ドレス・ドレスオール/カバーオール・ロンパース/おくるみ・ベスト/新生児衣料
履物類
（50～80cm）
セット/新生児・乳児肌着

・子供用の衣類については、
主に身長120cm程度までが対象であること

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
ベビー衣類
（70～95cm）

ベビーはおりもの・コート/ベビートップス/ベビーボトムス/ベビーワンピース/ベ
ビー甚平・ゆかた/ベビーアウターセット/ベビー肌着、下着/ベビーポンチョ、マン
ト/ベビーレッグウェア/ベビーシューズ/ベビーパジャマ/ベビーバスローブ/ベビー
⽔着/着物、セレモニードレス/着ぐるみ、コスチューム/ベビー⾬具/ベビー帽子・
キャップ・ハット/ヘアアクセサリ/マフラー/手袋・ミトン/耳あて/幼児用サングラ
ス/はらまき/スリーパー/ベビー用バッグ
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

男子キッズ衣類
（100～120cm）

男子キッズはおりもの・コート/男子キッズトップス/男子キッズボトムス/男子キッ
ズ甚平・ゆかた/男子キッズアウターセット/男子キッズ肌着、下着/男子キッズポン
チョ、マント/男子キッズレッグウェア/男子キッズシューズ/男子キッズパジャマ/
男子キッズバスローブ/男子キッズ⽔着/男子キッズ着物/男子キッズ⾬具/男子キッ
ズ帽子・キャップ・ハット/キッズ用マフラー/キッズ用手袋/キッズ用耳あて/キッ
ズ用サングラス/キッズ用はらまき/キッズ用バッグ
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

女子キッズ衣類
（100～120cm）

女子キッズはおりもの・コート/女子キッズトップス/女子キッズボトムス/女子キッ
ズワンピース/女子キッズ甚平・ゆかた/女子キッズアウターセット/女子キッズ肌着、
下着/女子キッズポンチョ、マント/女子キッズレッグウェア/女子キッズシューズ/
女子キッズパジャマ/女子キッズバスローブ/女子キッズ水着/女子キッズ着物・セレ
モニードレス/女子キッズ雨具/女子キッズ帽子・キャップ・ハット/キッズ用ヘアア
クセサリ/キッズ用マフラー/キッズ用手袋/キッズ用耳あて/キッズ用サングラス/
キッズ用はらまき/キッズ用バッグ
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

子育て用品

子供向け
自転車

セーフティグッズ ベビーカー/ベビーシート/チャイルドシート/ジュニアシート/幼児用自転車ヘル
なし
メット/ベビーゲート/ベビーサークル/チェアベルト /ブースターシート/抱っこ紐/
スリング/おんぶ専用紐/コーナーガード、コーナークッション/ドアストッパー、ド
アロック/迷子防止リュック・ハーネス/ベビー用歩行補助器/ベビーモニター/コン
セントガード/ストーブガード/扇風機カバー/滑り止め用品/ベビー室内用ヘルメッ
ト
子育て用品

おむつ、おしめ/哺乳瓶/お食事エプロン/クーハン/チェアシート・カバー/チェア
↑
クッション/おむつカバー/おしりふき/おしりふきアクセサリー/おむつ取替えマッ
ト/おむつ処理ポット・ペール/おむつ処理袋・スペアカセット/トレーニングパンツ
/おまる・便座/おしりふきウォーマー/おむつストッカー/おむつポーチ/水遊び用お
むつ/おむつライナー、パッド/ベビー食器/汗取りパッド/おまる/トイレトレーニン
グ用足置き台/子ども用便座/ベビー湯たんぽ/ママコート・ポンチョ

子供用食品

ベビーフード/粉ミルク/離乳食/ベビー飲料

↑

子供用自転車

子供用自転車/子供乗せ自転車/子供用三輪車/トレーニングバイク/補助輪

・子供乗せ自転車については（一社）自転車協会
による「幼児2人同乗基準適合車」であること

子供乗せ自転車

※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

子供用三輪車
（注）表中の“↑”は『同上』を意味します
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別表

政策テーマにおける対象カテゴリと商品例

「地域の振興」
に資する商品
No

一般要件

国内の特定の地域における地域資源を活かした生産・加工等を経た農林水産物、畜産物、加工食品・飲料、伝統工芸品等の
地場産品であり、「地域の振興」に資することについて、妥当と考えられる内容が明示されていること

除外商品

共通除外要件に該当する商品
商品例

対象カテゴリ

6 食料品・飲料

食料品

飲料・酒類

インテリア

家具

寝具

地場産品

追加要件
・自治体からの推薦を受けていること
・地域の観光協会等の広報（HP等）にて紹介さ
れていること。
・H31年度のふるさと納税の返礼品として紹介さ
れていること。（注）
・地域の特産物として一般的に認識されている
こと

肉類

肉類（精肉）/肉類加工品（ハム、ソーセージ、ハンバーク、焼豚など）
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

魚介類

魚介類海産物（鮮魚、刺身、海藻など）/魚介類加工品（干物、練り物、漬け、塩辛、↑
蒲焼など） ※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

米・雑穀・粉類

米類（白米、玄米など）/雑穀類（大麦など）/粉類（小麦粉、きな粉、片栗粉な
ど）/米・雑穀・粉類加工品（ごはんパック、パン生地、ピザ生地など）
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

↑

果物・野菜

果実類/野菜類/豆類/いも類/きのこ類
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

↑

卵・乳製品

卵（鶏卵、烏骨鶏卵など）/乳製品（牛乳、チーズ、バター、ヨーグルトなど）
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

↑

麺類

麺類（ラーメン、焼きそば、うどん、日本そば、そうめん、パスタなど）
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

↑

パン・スイーツ
・菓子類

パン類/ケーキ類/菓子類（せんべい、飴、アイスクリーム、ドーナツなど）
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

↑

その他食品加工
惣菜・料理/漬物/梅干し/佃煮/ふりかけ/豆腐/油揚げ/厚揚げ/ゆば/納豆/こんにゃ
品・調味料・詰め く/燻製/乾物/乾燥豆類/缶詰/瓶詰/キムチ/はちみつ/ドライフルーツ/ジャム/調味
合わせ
料/料理の素/油/
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

↑

飲料

水/炭酸水/コーヒー/茶系飲料・茶葉/ソフトドリンク/ジュース
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

↑

酒類

酒類（ビール、発泡酒、焼酎、日本酒、ワイン、洋酒など）
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

↑

収納

タンス/チェスト/収納ベンチ/リビング壁面収納/キッチン収納/システム収納/玄関
収納/カラーボックス/サイドワゴン
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

↑

棚

本棚/ラック/キャビネット/コンソール/テレビ台/ローボード/サイドボード/ドレッ ↑
サー/鏡台/電話台・FAX台/CD・DVDラック/オープンラック
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

机・テーブル

平机/文机/書斎机/デスク/ダイニングテーブル/ローテーブル/コンソールテーブル/ ↑
サイドテーブル/ネストテーブル/座卓・ちゃぶ台/ナイトテーブル/ユニットデスク/
マントルピース ※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

イス・ソファ

イス/ソファ/ダイニングチェア/折りたたみチェア/リクライニングチェア/ロッキン ↑
グチェア/スタッキングチェア/バーカウンターチェア/アームチェア/ソファベッド/
ベンチ/オットマン、足置き台/正座椅子/スレッドチェア/ハンギングチェア/バラン
スチェア/寝椅子/ソファカバー
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

（注）
「H31年度のふるさと納税の返礼品とし
て紹介されている」ことを要件として
満たす商品登録は、令和元年６月以降
に受け付けることを予定しています。

ベッド・マットレ ベッド/マットレス/折りたたみマットレス/スプリングマットレス/ノンスプリング ↑
ス
マットレス/エアーマットレス/ベッドフレーム/ベッドフレームマットレスセット/
脚付きマットレスベッド/エアーベッド/すのこベッド/二段ベッド/三段ベッド/ロフ
トベッド/折りたたみベッド/システムベッド/ベッドパッド/敷きパッド
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
ふとん・毛布

布団セット/敷きふとん/掛けふとん/毛布/ブランケット/タオルケット/ガーゼケッ
ト/キルトケット
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

↑

枕・クッション

枕/クッション/座ぶとん/枕パッド/抱き枕/足枕/腰枕/ネックピロー/携帯枕/リー
ディングピロー/ビーズクッション
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

↑

寝具カバー類

ベッドカバー/ベッドスカート/ベッドスプレッド/マットレスカバー/掛けふとんカ ↑
バー/敷きふとんカバー/ボックスシーツ/フラットシーツ/枕カバー、ピローケース/
毛布カバー/衿カバー/クッションカバー/ビーズクッションカバー/ソファカバー/寝
具カバーセット/寝具用除湿シート/天蓋/着る毛布/かい巻き/ひざ掛け/ハーフケッ
ト ※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

ファッション・小 服・衣類
物

Tシャツ/ワイシャツ/ポロシャツ/ジャケット/スーツ/ベスト/ニット、セーター、
↑
カーディガン/パーカー/スウェット/スラックス/パンツ/ジーンズ/コート/ダウン/
ジャンパー/レインウェア/着物/袴/半纏/もんぺ/作務衣/割烹着/甚平/浴衣/かりゆ
しウェア/作業服/パジャマ/インナーウェア/ワンピース/スカート/スパッツ/タイツ
/パンスト/ポンチョ/ローブ/ケープ ※但し、右記の追加要件を満たすことの確認
もできること

ファッション系小 ストール/スカーフ/マフラー・ネックウォーマー/ネクタイ/ループタイ/靴下・ソッ ↑
物（衣類除く）
クス/手袋/ベルト/サスペンダー/ネクタイピン/貝ボタン/キャップ/麦わら帽子/サ
ンバイザー/帽子/ハット/ハンチング/ベレー帽/ニットキャップ/めがね/サングラス
/帯/反物/袱紗/巾着/傘/かんざし
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
靴・履物

足袋/スリッパ/スニーカー/草履/下駄/サンダル/革靴/雪駄/カジュアルシューズ/
ブーツ/安全靴/パンプス
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること

↑

カバン・雑貨・小 バッグ・カゴ/クラッチバッグ/トートバッグ/リュックサック/ボストンバッグ/ポー ↑
物
チ/スウィングバック/スーツケース/アタッシュケース/手ぬぐい/タオル/ハンカチ/
風呂敷/おくるみ/バンダナ/エプロン/腹巻き/レッグウォーマー/アームカバー/シュ
シュ・ヘアゴム/アイマスク/ガーゼマスク/コインケース/ティッシュケース/ルーペ
/ランプシェード/財布・マネークリップ・小銭入れ/名刺入れ/携帯ケース/ストラッ
プ/御朱印帳/シート類/パスケース/革小物/マウスパッド/ピンバッジ/メイクブラ
シ・化粧筆/キーケース/ペンケース・筆箱/枕/旗/プリザーブドフラワー/根付/アロ
マミスト・アロマオイル/バラエティグッズ/ネイルケアキット/キャラクターグッズ
/キーホルダー/メモ帳/マルチケース ※但し、右記の追加要件を満たすことの確認
もできること
工芸品

工芸品
（衣類除く）

楽器/和傘/うちわ/扇子/提灯/陶器/陶芸/漆器/ガラス工芸品/織物/編物/染物/箸/包 ↑
丁・刃物/鉄器/鋳物/銅器/象嵌/彫刻/木彫り/くし/竹細工/兜/甲冑/模造刀/化粧筆/
毛筆/万年筆/筆ペン/万年毛筆/鉛筆/色鉛筆/絵具/クレヨン/和紙/墨/硯/瓦/玩具
※但し、右記の追加要件を満たすことの確認もできること
（注）表中の“↑”は『同上』を意味します
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