
対象となる主なリフォーム例対象期間

〈請負契約・着工〉

2019年4月1日～
2020年3月31日

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）

〈お引渡し〉

2019年10月1日以降
（消費税率10%適用）

バリアフリー改修
手すりの設置

宅配ボックス

18,000ポイント/戸

ビルトイン食器洗機

9,000ポイント/戸

掃除しやすいレンジフード

ビルトイン自動調理対応コンロ
家事負担を軽減する設備の設置 エコ住宅設備の設置

既存住宅を購入してのリフォーム※2は 

※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ヵ月以内にリフォーム工事の請負契約
を締結する場合  ※3 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。 ■当チラシは2019年2月18日時点の国土交通省公表資料をもとに作成しています。

5,000ポイント/戸

段差解消

6,000ポイント/戸

4,000ポイント/戸

節湯水栓

24,000ポイント/戸

高断熱浴槽節水型トイレ

16,000ポイント/戸

ポイント2倍

内窓の設置/外窓交換

開口部の断熱改修

 2.8㎡以上大 1.6㎡以上
2.8㎡未満中

ガラス交換

ドア交換

28,000ポイント/箇所

大

中 0.1㎡以上
0.8㎡未満小

※１箇所あたりのポイント数×施工箇所のポイント数を発行

24,000ポイント/箇所

小 ドア : 1.0㎡以上1.8㎡未満
引戸 : 1.0㎡以上3.0㎡未満

大 1.4㎡以上

（下記以外にもポイントが発行されるリフォーム工事があります）

10,000ポイント/戸（住戸専用の場合）

10,000ポイント/ボックス（共用の場合）

※住戸専用の場合は、他の住戸用ボックスと一体
になっていないものに限る

※共用の場合は、設置するボックス数（20を上限
とする）に応じてポイント数を発行

18,000ポイント/戸

浴室乾燥機

18,000ポイント/戸

掃除しやすいトイレ

0.2㎡以上
1.6㎡未満小

ドア:1.8㎡以上 引戸:3.0㎡以上

0.8㎡以上
1.4㎡未満

20,000ポイント/箇所 15,000ポイント/箇所 13,000ポイント/箇所

7,000ポイント/枚 5,000ポイント/枚 2,000ポイント/枚

12,000ポイント/戸

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※1

（既存住宅を購入しリフォームする場合）※2

タンクレストイレ サティスGタイプ システムキッチン リシェルSI システムバスルーム スパージュ

18,000ポイント※3 43,000ポイント 85,000ポイントトイレの交換で!たとえば キッチンの交換で!たとえば 

（注）「節水型トイレ」と「掃除しやすいトイレ」とで重複してのポイント発行申請はできません。 （注）節湯水栓をキッチン、浴室の双方で交換された場合でも、4,000ポイントとなります。 （注）節湯水栓をキッチン、浴室の双方で交換された場合でも、4,000ポイントとなります。

12,000ポイント
ビルトイン自動調理対応コンロ

9,000ポイント
掃除しやすいレンジフード

4,000ポイント
節湯水栓

18,000ポイント
ビルトイン食器洗機

18,000ポイント※３
掃除しやすいトイレ

18,000ポイント
浴室乾燥機

24,000ポイント
高断熱浴槽

28,000ポイント
廊下幅等の拡張

4,000ポイント
節湯水栓

6,000ポイント
段差解消

5,000ポイント
手すり

バスルームの交換で!たとえば 

お得にリフォーム!
さまざまな商品に交換できるポイントもらえます

次世代住宅ポイント制度で



次世代住宅ポイント制度を活用して わが家の｢困った!｣をステキに解決

01XY1500 2019.5.10発行

次世代住宅ポイント制度の詳細はこちら次世代住宅ポイント制度の詳細はこちら

LIXIL次世代住宅ポイント制度

お問い合わせはこちら

LIXILのポイント対象製品を使用したリフォーム例

古くなったトイレと洗面を、
キレイに使いやすく一新したい!

トイレ&洗面リフォーム

27,000ポイント

合計ポイント例 

タンクレストイレ サティスGタイプ
広々と洗練された自慢のトイレ空間に。
節水かつお掃除ラクな先進機能も搭載。

洗面化粧台 ピアラ
毎日の身支度や家事を
スムーズに。使いやすさが
いっぱいの洗面化粧台。

家事ラクもエコも両立できる、
明るく快適なキッチンにしたい!

〈参考商品価格〉¥1,563,500（税別）
※センターキッチン・ペニンシュラI型・
　間口257.4cm 奥行97cm

システムキッチン リシェルSI
調理する人の心と体にやさしくフィット。
使いやすさを高める機能が満載。

〈参考商品価格〉¥239,000（税別）
※断熱仕様・H型・シリンダーレス・複層ガラス入り本体完成品価格

リシェント勝手口ドア
1日で、快適で明るい勝手口へ。
扉を閉めたまま換気できます。

システムバスルーム スパージュ
天井、壁、床に保温材が標準仕様で
ついているまるごと保温なバスルーム。

CASE

01

ヒートショックも心配だし、
寒～い浴室を快適にしたい!

プラズマクラスター
イオンがトイレを
まるごと除菌、
しっかり消臭

センサーで汚れをチェックする食洗機や
火力を自動調整するコンロなど。

浴室まるごと快適リフォーム

外窓交換    1箇所 ・・・・・15,000ポイント

高断熱浴槽 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24,000ポイント

節湯水栓 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,000ポイント

手すりの設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5,000ポイント

段差解消 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,000ポイント

出入口の幅拡張 ・・・・・・・・・・28,000ポイント

浴室乾燥機 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,000ポイント

掃除のしやすいトイレ ・・・ 18,000ポイント

手すりの設置 ・・・・・・・・・・・・ 5,000ポイント

節湯水栓 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4,000ポイント

中

家事ラク機器

ハンズフリー水栓なら
差し出すだけで自動で吐水。

断熱仕様で、冬場の
勝手口からの冷気も
シャットアウト

エコ水栓

時間がたっても
お湯が冷めにくい

サーモバスS

寒い冬場でも
ヒヤッとしない

キレイサーモフロア

浴室乾燥機

キレイサーモフロア

〈参考商品価格〉¥1,797,800（税別）
※1616サイズ、浴室乾燥機、窓額縁・窓開口補強
　セット含む

〈参考商品価格〉
タンクレストイレ ： ¥327,000～（税別）
手すり ： ¥25,600（税別）

〈参考商品価格〉
間口75cm ： 
¥193,300（税別）

プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、
Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

スマートな手すりで
立ち座りをサポート
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大節湯水栓 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,000ポイント

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

自動調理対応コンロ ・・・12,000ポイント

内窓設置　 1箇所 ・・・13,000ポイント

ドア　1箇所 ・・・・・・・・  24,000ポイント

小

小

80,000ポイント

合計ポイント例 

キッチン空間のリフォームCASE

02

浴室をすばやく暖め、
エコに衣類など

を乾燥

お湯を無意識に
使わないからエコ

節湯水栓

100,000ポイント

合計ポイント例 
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03

ー

ー

ー ー ー

ーー

ー

ー
＋

＋

＋ ＋

＋

＋
＋

＋

＋
＋

＋

便座
裏

トイレ
鉢内

便フタ
裏

ノズル
まわり


	会社名/支店/電話: LIXILリフォームショップ一幸建設TEL.0120-150-564
	住所/HP/メール: 


