
即時交換の対象工事は、ポイント付与対象となっ
た工事以外のもので、木材を使用した工事です。
例えば、木製の扉や手すりの据付工事、ウッド
デッキの設置工事などです。

蓄光機能付きで夜間・停電時に発光し、暗くてもご安心。
電気を使用しない省エネ仕様です。
カラーバリエーションは全 9種。

エ　コ…木と樹脂を 100％リサイクルした再生木材。
安　心…�人や環境に有害な物質の含有・溶出はありません。鋭利なササク

レが生じない、床面にビスが出ない、滑りにくいなどの点でも安全。
長持ち…�エス・ウッドならハイグレードな質感が長時間楽しめます。
　　　　塗り替えなどメンテナンスは不要。

Bulls  あんしん手摺 Bulls エス・ウッド

地域型住宅ブランド化事業とは
中小住宅生産者が、他の中小住宅生産者や木材、建材流通等の関連事業

者とともにグループを構築し、採択されたグループに所属する中小住宅

生産者が建設する木造の長期優良住宅に対し、補助を行なう事業。

長期優良住宅建設の主なメリット
①住宅ローン控除額の増額　②登録免許税の優遇　③不動産取得税の控除額の増額

④固定資産税の軽減期間の延長優遇　⑤贈与税の非課税枠の増額

⑥フラット 35S（金利 Aプラン）の適用　⑦地震保険の割引

木材利用ポイント事業との併用例
認定長期優良住宅の建築　➡　100 万円（地域型住宅ブランド化事業）

木造住宅の新築　　　　　➡　30万ポイント（木材利用ポイント事業）

内装・外装木質化工事　　➡　最大 30万ポイント（木材利用ポイント事業）

最大 160 万円相当の補助金活用可能

〒 136-8405　東京都江東区新木場 1-7-22
TEL：03-5534-3711　FAX：03-6738-8917
http://www.jkenzai.co.jp/

　活用法
木材利用ポイント

ご相談・ご用命は、全国各地の担当営業所・営業担当までお気軽にどうぞ！

連携体制

原木供給業者

プレカット工場 建築士事務所

建材流通事業者製材業者

中小工務店

地域型住宅ブランド化事業との併用

木材利用ポイントのポイント即時交換

発行される木材利用ポイントのうち、50％までを
即時交換商品と交換することができます。

ジャパン建材ご提案商品例
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木材利用ポイント制度は、地域材の適切な利用により、森
林の適性な整備・保全、地球温暖化防止および循環型社会
の形成に貢献し、農山漁村地域の振興に資することを目的
としています。
地域材を活用した「木造住宅の
新築」、「内装・外装の木質化」、
「木材製品等の購入」の際に木材
利用ポイントを付与し、木質化
工事への即時交換や地域の農林
水産品等と交換できる制度です。

❶ 木造住宅の新築（主要構造材、間柱、構造用合板）
　　➡ 一律 30 万ポイント（特定被災区域は 50万ポイント）

❷ 内装・外装の木質化（床、内壁、外壁）
　　➡�施工面積による（上限 30 万ポイント）

❸ 木材製品等の購入

得たポイント数の 50％を即時交換に
利用できます。
即時交換では、木製の扉やウッドデッ
キ等の設置工事に利用できます。

ポイントの発行申請は施主様にて郵送もしくは全国の申請窓口にて行
なって下さい。即時交換を利用した場合は、登録工事業者様にてポイ
ントの発行申請を行います。

専用ホームページ　　http://mokuzai-points.jp/

専用コールセンター　TEL：0570-666-799（有料）
　　　　　　　　　　受付時間：9:00 〜 17:00

■�申請受付開始日
　平成 25年 7月 1日
■�工事対象期間　　
　平成 25年 4月 1日〜平成 26年 3月 31 日

スギ ヒノキ カラマツ トドマツ アカマツ クロマツ アスナロリュウキュウ
マツ を主要構造材等として過半使用

木造軸組工法

スギ ヒノキ カラマツ トドマツ を主要構造材等として過半使用
丸太組構法

スギ ヒノキ カラマツ トドマツ を主要構造材等として過半使用
枠組壁工法

木材利用ポイント制度の対象となる工法は以下の通りです。

登
録
供
給
業
者 （
販
売
店
様
）

登
録
工
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業
者（
工
務
店
様
）

全国のポイント申請受付窓口（全国約 700 箇所）

① 木造住宅の新築
② 内装・外装の木質化
③ 木材製品等の購入

木材利用ポイントの発行申請

木造住宅の新築
内装・外装木質化工事

即時交換商品の施工

対象商品の納品
納品証明書の発行

即時交換商品の納品 即時交換商品の納品

対象商品の納品

※即時交換の場合木材利用ポイントの発行申請

外
壁

木質系外壁材
10㎡で 1.5 万ポイント
以降 10㎡ごとに 1.5 万ポイン
ト

新規外壁材 10㎡で 7千ポイント
以降 10㎡ごとに 7千ポイント

床
新築 9㎡で 2.1 万ポイント

以降 3㎡ごとに 7千ポイント

リフォーム 9㎡で 3万ポイント
以降 3㎡ごとに 1万ポイント

内
壁

新築 9㎡で 1.5 万ポイント
以降 3㎡ごとに 5千ポイント

リフォーム 9㎡で 2.1 万ポイント
以降 3㎡ごとに 7千ポイント

延べ床面積 対象地域材使用量

80㎡未満 4㎥

80㎡以上 95㎡未満 5㎥

95㎥以上 110㎥未満 6㎥

110㎥以上 125㎥未満 7㎥

125㎥以上 8㎥

注）木材利用ポイントは、木材利用ポイント事務局にて登録された登録供給業者が供給し、同じく登録した登録工事業者が施工するものに限ります。

❶ 木造住宅の新築

❷ 内装・外装木質化工事

主要構造材（柱、梁、桁、土台）や間柱、
構造用合板において対象地域材の使用
量が表の数量以上であること。

対象地域材の必要数量表

ポイント表：内装木質化工事

ポイント表：外装木質化工事

壁合板 12㎜以上
間柱 土台

柱
梁・桁

床合板 24㎜以上 構造用合板（㈱キーテック）

構造用 LVL（㈱キーテック）

■内装木質化

■外装木質化

Bulls 商品

ブルズ四季の床
ブルズ J フロア eco
※一部未対応エリアがございます。

大建工業㈱

フォレスハード
㈱ノダ

エコジェイド

ニチハ㈱

モエンサイディング W
モエンエクセラード

施
主
様

その他商品も多数取り扱っております。お問い合わせください。

対象地域材のみで構成��➡ 全材積カウント

対象地域材及び
それ以外の樹種で　　��➡
構成されるもの

全材積の
2分の 1カウント

構造用合板及び構造用集成材については、
対象地域材が過半以上含まれるものが対象

30 万ポイント / 棟
特定被災区域の場合は 50 万ポイント

施工面積による

上限 30 万ポイント

木材利用ポイント　ポイント対象商品

ポイント発行申請の流れ

対象地域材

対象期間 木材利用ポイント事務局

木材利用ポイントとは

ポイントの
即時交換！

ジャパン建材ご提案商品例


