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1 対象者について 

(1-1) 対象者の条件は。 

・対象者となるのは，下記の条件をすべて満たす方です。 

(1) 令和４年１２月１日（木）から令和５年２月５日（日）までに，鈴鹿市内に所在する店舗か

ら新品の対象家電を合計５万円（税抜）以上，購入・設置した方。 

(2) 補助金の申請日において，鈴鹿市に住民登録がある方。 

(3) 本人又は本人と同一世帯で生活する者がこの補助金の交付決定を受けていない方。（一世帯あ

たり１回限り）  

 

(1-2) 住民登録前の購入は対象になりますか。 

・補助金の申請日に鈴鹿市に住民登録があれば対象となります。 

 

(1-3) 世帯主でなくても申請できますか。 

・同一世帯の方であれば申請可能です。ただし，申請は一世帯あたり１回限りです。 

 

2 対象家電について 

(2-1) 対象家電は何ですか。 

・省エネ基準達成率１００％以上の次の家電製品 

(1) エアコン  

(2) 冷蔵庫（冷凍庫）  

(3) テレビ  

(4) 照明器具（LED電球，ランプのみの購入を除く） 

 

※省エネ基準達成率は，省エネ型製品情報サイト（https://seihinjyoho.go.jp）をご確認くださ

い。 

※サイトに登録のない製品については，製造事業者や販売店などにご確認ください。 

 

(2-2) 旧基準で評価された家電も補助対象になりますか。 

・エアコンとテレビについては，現在，基準が 2 つ（新基準と旧基準）あります。どちらの家電

もいずれかの基準で，「省エネ基準達成率１００％以上」を満たしていれば対象です。  

 

https://seihinjyoho.go.jp/
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(2-3) 新古品や中古品も対象になりますか。 

・対象になりません。 

 

(2-4) リース品は対象になりますか。 

・リースその他補助対象者に所有権がないものは対象外となります。 

 

(2-5) 申請者と使用者が異なる場合も対象になりますか。 

・対象になりません。 

・本事業は，申請者が市内の自らが居住する住宅で使用することを条件としています。なお，補

助の交付を受けた製品を譲渡などする場合には事前に市長への承認を受ける必要があり，譲渡

などにより得た収入に対して返還を求める場合があります。 

 

3 対象経費について 

(3-1) 対象経費は何ですか。 

・家電の購入費用（税抜）及び据付等工事費（税抜）が対象です。 

・それ以外の経費（古い家電の処分費など）は対象外です。 

 

(3-2) 購入時に使用したクーポンやポイントは購入費用に含まれますか。 

・購入費用に含まれません。 

・実支出額で判断するため，販売店で商品代金から割引があった場合（クーポン割引など）やポ

イントなどを使用した場合は，割引後の支払額を購入額として計算します。 

 

(3-3) 購入に伴い付与されるポイントは購入費用から減額されますか。 

・購入費用からの減額はしません。本体購入費用の実支出額で判断します。支払金額に応じて付

与されるポイントや，クレジットカード会社などが実施する請求額の減額などについては考慮

しません。 

 

(3-4) ベルディ Payとの併用は可能ですか。 

・併用可能です。 
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4 補助額について 

(4-1) 補助額はいくらですか。 

・購入額（税抜）の合計額に応じて補助額が変わります。 

(1) 合計１５万円以上の購入                補助額３万円 

(2) 合計１０万円以上１５万円未満の購入   補助額２万円 

(3) 合計５万円以上１０万円未満の購入    補助額１万円 

 

(4-2) 対象家電をまとめ買いしたら、それら全てに補助金は出ますか。 

・対象となる家電の購入合計額で補助額が決まります。 

 

5 対象店舗について 

(5-1) どの店舗で買っても対象ですか。 

・対象となる店舗は，鈴鹿市内に所在する店舗です。レシートなどの必要書類を発行でき，レシ

ートなどに記載される店舗の所在が鈴鹿市内であることが条件です。 

 

(5-2) インターネット経由での購入は対象になりますか。 

・オンラインショップやインターネットオークション等での購入は対象となりません。 

 

6 対象期間・受付期間について 

(6-1) 対象となる購入期間は。 

・令和４年１２月１日（木）から令和５年２月５日（日）までです。 

・上記の期間内に家電の購入から設置までが完了している必要があります。 

※申請が予算枠に達した時点で，期間内であっても受付を終了します。 

※同日の受付で予算額を上回る複数の申請を受け付けた場合は，抽選で交付決定します。 

 

(6-2) 申請の受付期間は。 

・令和４年１２月１２日（月）から令和５年２月１５日（水）までです。 

※申請が予算枠に達した時点で，期間内であっても受付を終了します。 

※同日の受付で予算額を上回る複数の申請を受け付けた場合は，抽選で交付決定します。 
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(6-3) 申請できるのはどの時点からですか。 

・家電の設置が完了した時点から申請が可能です。 

 

(6-4) 令和５年２月５日（日）に購入した家電の設置が令和５年２月６日（月）

以降になった場合は対象になりますか。 

・対象になりません。 

・令和５年２月５日（日）までに設置が完了している必要があります。 

 

(6-5) この事業はいつまでやっていますか。 

・令和５年２月５日（日）までの購入に対する補助ですが，受付期間内でも申請が予算枠に達し

た時点で受付を終了します。 

・同日の受付で予算枠を上回る複数の申請を受け付けた場合は，抽選で交付決定します。 

 

7 手続きについて 

(7-1) 申請用紙はどこで手に入りますか。  

・市ホームページからダウンロードし，Ａ４サイズで印刷してください。 

・市役所本館 ４階 環境政策課 

・各地区市民センター 

 

(7-2) 提出はどのようにすればよいですか。 

・申請方法は以下の３つです。 

(1) 市役所本館 ４階 環境政策課 省エネ家電補助金担当 

(2) 各地区市民センター 

(3) 宛先：〒５１３－８７０１ 

      鈴鹿市神戸一丁目１８番１８号  

      鈴鹿市役所 環境政策課 省エネ家電補助金担当 宛 

※受付日は，市役所に到着した日とします。 
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8 必要となる書類について 

(8-1) 必要書類は何ですか。 

・以下の書類が申請に必要になります。 

(1) 省エネ家電製品購入促進事業補助金交付申請書（様式第１号） 

(2) 省エネ家電製品購入促進事業補助金交付請求書（様式第２号） 

(3) レシートの写し 

※申請者が鈴鹿市内の店舗で期間内に対象家電を購入したことが証明できるもので，製品名や

機種型番，支払額の内訳が記載されたもの。 

(4) 製造事業者が発行する保証書の写し 

※機種型番，製造番号，購入日，申請者の氏名と住所が記載されたもの。店舗印の有無は問い

ません。 

(5) 振込先口座情報が確認できるもの（通帳，キャッシュカード等）の写し 

 

(8-2) 必要書類のレシートや保証書は原本でもよいですか。 

・なるべく写しをご提出ください。 

・原本をご提出いただいても返却はいたしません。 

 

(8-3) 補助金振込先の口座は本人名義以外の口座でも可能ですか。 

・補助金の振込先口座は申請者（請求者）本人名義のものに限ります。 

 

(8-4) 補助金が振り込まれるまでに、どれくらいの時間がかかりますか。 

・申請書類に不備がなければ、受付からおおよそ一か月程度で指定口座に振り込みます。 

9 その他 

(9-1) 三重県の補助金との併用は可能ですか。 

・併用可能です。 

・ただし，鈴鹿市と三重県では，対象となる家電などの条件が異なります。 

・三重県の補助金については，三重県にご確認ください。  
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