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住宅省エネ2023キャンペーンと対象登録予定商品

工事内容 補助対象 リフォームの補助額（上限）
補助事業

LIXIL対象登録予定商品

①省エネ改修

1）高断熱窓への改修

高性能の断熱窓
・ガラス交換
・内窓設置
・カバー工法
・外窓交換

工事内容に応じて
5万円～200万円/申請
（200万円/戸）

２）高効率給湯器の設置

高効率給湯器
・家庭用燃料電池
・ヒートポンプ給湯機
・ハイブリッド給湯機

定額
家庭用燃料電池15万円/台
他は5万円/台
戸建住宅：いずれか2台まで
共同住宅等：いずれか1台まで

３）開口部・躯体等の
省エネ改修工事

開口部・躯体等の断熱
エコ住宅設備の設置

・ドア・窓の高断熱化
・外壁・天井・床の断熱
・節湯水栓・高断熱浴槽 等の設置

工事内容と世帯属性に応じて
5万円※～60万円/申請

※①の１）又は２）の補助を受けている場合2万円

世帯等属性に応じて
（30万円/戸～60万円/戸）

＊子育て・若者夫婦世帯は上限45万円/戸に引き上げ（さ
らに既存住宅購入を伴う場合は上限60万円/戸に引き上
げ）
＊一般世帯で安心R住宅購入を伴う場合は上限45万円/
戸に引き上げ②その他のリフォーム工事

住宅の子育て対応改修
バリアフリー改修
高機能付きエアコン設置 等

▶住宅省エネキャンペーン総合サイトはコチラ

先進的窓リノベ事業

こどもエコすまい支援事業

給湯省エネ事業

窓 ドア ガラス

節湯水栓

窓 ガラス

商品登録され次第、『LIXIL公式ホームページ』に公開予定

必須

任意

高断熱浴槽 節水型トイレ

浴室乾燥機 キッチン 宅配ボックス① 1）~3）のいずれかの工事を行った場合

窓 ドア ガラス

※令和4年12月27日公開情報より

SWRF まるごと断熱RF

https://jutaku-shoene2023.mlit.go.jp/
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受付開始 締め切り HP公表 こどもエコ
すまい該当商品

第１回 2022年12月27日 2023年1月11日 13:00まで 2023年1月31日 予定
キッチン・トイレ・
浴室・洗面・水栓

第２回 2023年2月1日 10:00から 2023年2月10日 13:00まで 2023年2月28日 予定

第３回 2023年3月1日 10:00から 2023年3月10日 13:00まで 2023年3月30日 予定

第４回 2023年4月3日 10:00から 2023年4月10日 13:00まで 2023年4月26日 予定

第５回 2023年5月11日 10:00から 2023年5月23日 13:00まで 2023年6月8日 予定

こどもエコすまい住宅支援事業対象商品公開スケジュール

※第6回以降のスケジュールは、今後、国交省事務局ホームページにて公表予定
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LIXIL対象商品の公開場所

LIXIL公式HP（対象商品品番リスト）

対象商品リスト 『こどもエコすまい支援事業事務局ホームページ』1月31日公開

『LIXIL公式ホームページ』2月1日公開予定

こどもエコすまい支援事業事務局

https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp/https://www.lixil.co.jp/shoenehojokin/kodomoecosumai/ https://www.lixil.co.jp/shoenehojokin/madorinobe/

https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp/
https://kodomo-ecosumai.mlit.go.jp/
https://www.lixil.co.jp/shoenehojokin/kodomoecosumai/
https://www.lixil.co.jp/shoenehojokin/madorinobe/
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高断熱浴槽節水型トイレ 節湯水栓

エコ住宅設備の設置

6リットル以下で

洗浄出来る大便器

保温組フタがセット

（巻フタはNG）
手元止水・水優先吐水・小流量吐水の機能を有する水栓

掃除しやすい機能有

20,000 円/台
（他19,000 円/台） 27,000 円/戸 5,000 円/台

対象品

条件

補助額

必要書類 納品書の写し
メーカー納品確認

書

単品の浴室、ｷｯﾁﾝ、洗面 ユニットバス、洗面 (ｼｽﾃﾑ品）

性能証明書

工事写真(前後) 工事写真（前後） 工事写真（前後） 工事写真（前後）

必須工事

納品書の写し

サーモバスS

補助対象

イメージイメージ

イメージ

対象工事と補助額
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ビルトイン
食器洗機

電気用品安全法に規

定する「電気食器洗

機」で組込型である

こと。

子育て対応改修

浴室乾燥機

乾燥運転時に、衣類

の乾燥を行う浴室乾

燥機。 浴室内の天井

に設置されたものに

限る。

掃除しやすい
レンジフード

清掃性の高い

仕様のレンジフード。

ビルトイン自動調理
対応コンロ

自動温度調節機能と自

動調理機能があるコン

ロ。

21,000 円/戸 21,000 円/戸11,000 円/戸 14,000 円/戸

納品書の写し 納品書の写し 納品書の写し メーカー納品確認書

対象品

条件

補助額

必要書類

工事写真（前後） 工事写真（前後） 工事写真（前後） 工事写真（前後）

任意工事

LIXILのビルトイン食
器洗機は全て対象で
す

プロペラファン・ター
ボファンは対象外です

炊飯機能がないコンロは
対象外。間口45cm以下、
グリルレスは全て対象外
です

イメージ イメージ イメージイメージ

補助対象

子育て対応改修
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（補足）節水型トイレ/掃除しやすい機能について

対象設備 基準 補助額

節水型トイレ

掃除しやすい機
能を有するもの
以外

JIS A5207:2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」若
し
くは「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、JIS A5207:2014 に規定
する「タンク式節水Ⅱ形大便器」若しくは「専用洗浄弁式節水
Ⅱ型大便器」又はJIS A5207:2019 又は
JISA5207:2022
に規定する「タンク式Ⅱ形大便器」若しくは「専用洗浄弁式Ⅱ
型大便器」と同等以上の性能を有すること。

19,000円/
台

掃除しやすい機
能を有するもの

上記の節水に関する基準に加え、１．～３．のいずれかを満たす
トイレであること。

1. 総高さ700㎜以下に低く抑えていること。
2. 背面にキャビネット（造作されたものを除く）を備え、洗浄

タンクを内包していること。
3. 便器ボウル内を除菌※する機能を備えていること。

20,000円/
台

※第三者機関により、99%以上の除菌性能が評価されていること。ただし、便器ボウル表面の加工技術のみによるものは除く。

令和４年１２月２２日更新 国交省HPより引用

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580175.pdf
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（補足）家事負担軽減設備について

対象設備 基準 補助額

ビルトイン食
器洗機

電気用品安全法に規定する「電気食器洗機」で、組込型であること。 21,000円/戸

掃除しやすい
レンジフード

次の1.~3.のすべてを満たすものであること。
1. 電気用品安全法に規定する「換気扇」であること。
2. レンジフードのファンの形態が「遠心送風機型」であること。
3. 次のa~dのいずれかの部品を備えている場合にそのすべて*1が①又は②の

仕様構造になっていること。
ａ）整流版 ｂ）グリスフィルター ｃ）ファン ｄ）油受け皿
①工具を使用することなく、使用者が着脱可能であることで、洗い掃除を可
能としているもの
②レンジフードの清掃の際、水（ぬるま湯）や台所用洗剤によって、油煙汚れ
を除去し易くする目的で、「はつ油（性）処理」*2「親水（性）処理」*3又は
「ホーロー（琺瑯）処理」*4のいずれかの表面処理を施したもの。

11,000円/戸

ビルトイン
自動調理対
応コンロ

JIS S2103:2019に規定する「ガスコンロ」又は、電気用品安全法に規定する
「電磁誘導加熱式調理器」のうち、組み込み型で１．および２．の機能を有すること。
1. コンロ部に、設定した温度に自動で調節する自動温度調節機能があること。
2. コンロ部又はグリル部に、調理開始から調理終了まで手動で操作を行わずに

調理する自動調理機能があること。尚、炊飯機能を必須とする。

14,000円／
戸

浴室乾燥機

電気用品安全法に規定する「電気乾燥機」、「換気扇」又は「ファンコイルユニット及
びファン付コンベクター」で、乾燥運転時に、換気運転（換気扇との連動も可）と連
動し、温風で浴室内や浴室内に干された衣類の乾燥を行うもの（浴室内の天井に
設置されたものに限る。）であること。

21,000円／
戸

令和４年１２月２２日更新 国交省HPより引用

※１ 機械的構造により、油煙汚れが付着しにくい部品を除く。
※２ はつ油（性）処理とは、油分をはじくことで、表面に付着しにくい特徴を有した表面処理をいう。
※３ 親水（性）処理とは、水となじむ（親和する）ことで、付着した油分を浮かび上がらせて、汚れを落とし易くする特徴を有した表面処理を
いう。

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580175.pdf
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（補足）キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事内容 令和４年１２月２２日更新 国交省HPより引用

改修前 改修後

設備

以下①～④のすべてを有する
①キッチン用シンク（給排水設備と接続されていること）
②調理台
③コンロ （IH クッキングヒーター含む）
④調理室用の換気設備

レイアウト 右に該当しないもの
①から③の少なくとも２つ以上の設備に正対し
て立った位置から、リビングまたはダイニングの
過半を見渡すことができる

※キッチンセットの移設は対象としない

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001580175.pdf
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節湯水栓 機能 浴室 キッチン 洗面

Ａ１ 手元止水機構 ○ ○ －

Ｂ１ 小流量吐水機構 ○ － －

Ｃ１ 水優先吐水機構 － ○ ○

○印が対象です

シングル混合水栓、ミキシング混合水栓、サーモスタット混合水栓のいずれかで、
下記の機能を満たすものが対象です。
（単水栓・２ハンドル混合栓・シャワーヘッド単品は該当しません。）

（参考）節湯水栓の機能と対象製品



対象商品詳細について
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品名

シャワートイレ一体型（タンクレス） 住宅向け壁掛便器 キャビネット付便器

サティスＧタイプ
※リトイレ手洗器付も含む

サティスＳタイプ
※リトイレ手洗器付も含む

フロート トイレ リフォレ

洗浄水量 ECO5
(大:5L・小:3.8L)

ECO5
(大:5L・小:3.8L)

大:6.5L・小:5L ECO5
(大:5L・小:3.8L)

画像

代表品番
・YBC-G30S
・YHYH-G316-
D1L1AR14A

・YBC-S40S
・YHYH-S826-
D1L1AR14A

・YDS-F154S ・YDS-H2HX81X5

※代表的な機種のみ写真掲載していま
す。

節水型トイレに関する基準に加え、次の（1）~（3）のいずれかを満たす節水型トイレ
（1）総高さ700mm以下に低く抑えていること。
（2）背面にキャビネット（造作されたものを除く。）を備え、洗浄タンクを内包していること。
（3）便器ボウル内を除菌する機能を備えていること。※第三者機関により、99%以上の除菌性能が評価されて
いること。

ただし、便器ボウル表面の加工技術のみによるものは除く。

下記丸印が対象商品です。フロートトイレは対象外です。

フロート トイレはECO5、6に該当しませんので対象外です。

エコ住宅設備＜節水型トイレ_掃除しやすい機能を有するもの①＞



13

品名

シャワートイレ一体型
シャワートイレシートタイプ ※鉢内除菌のみ
※LIXIL節水型密結便器とセットで申請の場合のみ

プレアスLSタイプ
※リトイレ手洗カウンター付

含む

プレアスHSタイプ
アメージュシャワート

イレ
NEW PASSO KAシリーズ KBシリーズ

洗浄水量 ECO5
(大:5L・小:3.8L)

ECO5
(大:5L・小:3.8L)

ECO5
(大:5L・小:3.8L)

－ － －

画像

代表品番

・YBC-CL10S
・YBC-CL10SU
・YHYH-CL106A-
82KAR14
・YHYHU-CL106
AU-82KAR14

・YBC-CH10S

・DT-Z386、
Z384
※鉢内除菌のみ
※機能部品番で
申請したときのみ

・CW-EA24
※鉢内除菌のみ

・CW-KA23
※鉢内除菌のみ

・CW-KB23
※鉢内除菌のみ

下記丸印が対象商品です。

節水型トイレに関する基準に加え、次の（1）~（3）のいずれかを満たす節水型トイレ
（1）総高さ700mm以下に低く抑えていること。
（2）背面にキャビネット（造作されたものを除く。）を備え、洗浄タンクを内包していること。
（3）便器ボウル内を除菌する機能を備えていること。※第三者機関により、99%以上の除菌性能が評価されて
いること。

ただし、便器ボウル表面の加工技術のみによるものは除く。 ※代表的な機種のみ写真掲載しています。

エコ住宅設備＜節水型トイレ_掃除しやすい機能を有するもの②＞

※①シャワートイレシートタイプは、LIXIL節水型密結便器とセットで購入、申請の場合のみ対象となります。
シャワートイレシートタイプ単体のみでは申請対象外ですのでご注意ください。

※②22年6月発売のKAシリーズ（CW-KA31）、KBシリーズ（CW-KB31）は鉢内除菌搭載グレードはありません。
全て対象外となります。

※③22年10月発売のアメージュシャワートイレは、鉢内除菌搭載グレード（Z6/Z4グレード）のみ対象となります。
対象の判別を行うために機能部品番で申請が必要です。便器品番で申請すると節水型トイレと判定されます。
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品名

シャワートイレ一体型 洋風便器(組合せ便器) 住宅向け壁掛便器

アステオ
アメージュZA
シャワートイレ

アメージュ
シャワートイレ

アメージュＺ便器
（フチレス）

アメージュ便器
一般洋風便器
（BL認定品）

フロート トイレ

洗浄水量 ECO5
(大:5L・小:3.8L)

ECO5
(大:5L・小:3.8L)

ECO6
(大:6L・小:5L)

ECO5
(大:5L・小:3.8L)

ECO5
(大:5L・小:3.8L)

ECO6
(大:6L・小:5L)

ECO5
(大:5L・小:3.8L)

ECO6
(大:6L・小:5L)

大:6.5L・小:5L

画像

代表品番 ・YBC-A10S ・YBC-ZA20S ・YBC-Z30S ・YBC-ZA10S ・YBC-Z30S ・BC-110STU ・YDS-F154S

下記丸印が対象商品です。フロートトイレは対象外です。

JIS A5207:2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」または「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、
JIS A5207:2014 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」または「専用洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」またはJIS A5207:2019
又はJISA5207:2022に規定する「タンク式Ⅱ形大便器」若しくは「専用洗浄弁式Ⅱ型大便器」と同等以上の性能を有すること

※代表的な機種のみ写真掲載しています。

※アメージュシャワートイレ（代表品番:YBC-Z30S）は、鉢内除菌搭載グレード（Z6/Z4グレード）の場合
“掃除しやすい機能を有するもの ” の対象となります。 Z6/Z4グレードで機能部品番で申請した場合のみ
対象となりますのでご注意ください。

エコ住宅設備＜節水型トイレ_掃除しやすい機能を有するもの以外＞
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JIS A5532:2011 に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること

サーモバスSの浴槽は全て対象商品です。

対象商品 備考

ユニット
バス

スパージュ 標準仕様（アクアフィール、アクアジェット、おそうじ浴槽、洗濯用ふろ水利用システム仕様も対象）

リデア、AX、AF※
サーモバスS仕様選択時（アクアジェット、おそうじ浴槽、洗濯用ふろ水利用システム仕様も対象）
※AFはアクアジェット、おそうじ浴槽、洗濯用ふろ水利 用システム仕様は選択にありません。

アライズ サーモバスS仕様選択時（アクアジェット、洗濯用ふろ水利用システム仕様も対象）

ソレオ サーモバスS仕様選択時（アクアジェット仕様も対象）

リノビオV/P サーモバスS仕様選択時（アクアフィール、アクアジェット、おそうじ浴槽、洗濯用ふろ水利用システム仕様も対象）

リノビオBYR サーモバスS選択時

単体
浴槽

サーモバスS シャイントーン浴槽
サーモバスS グラスティN浴槽
サーモバスS グランザ浴槽

サーモバスS仕様の品番を選択時
例 ABND-1400 （DがつくとサーモバスS仕様）

エコ住宅設備＜高断熱浴槽＞



16

JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有す
ること。
補足：手元止水機構（節湯A1）または水優先吐水機構（節湯C1)を有するもの

節湯A1、C1は対象商品です。下記 の水栓は対象外です。

浄水器、三栄製折りたたみ式水栓も対象外です。

対象（一部抜粋） 対象外

＜ 熱湯用水栓 ＞

エコ住宅設備＜節湯水栓:キッチン＞
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JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。

補足：水優先吐水機構（節湯C1)を有するもの
下記の×以外の水栓は

※代表的な機種のみ写真掲載しています。

８シリーズの対象。下記 の水栓は対象外となります。

エコ住宅設備＜節湯水栓:洗面＞
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兼用ツーハンドル水栓各種ほか、下記 の水栓は対象外となります。

アクアタ
ワー

シャワーシステ
ム（スクエア）
（ヴェリス）

シャワーシステ
ム（OG1）

アクアネオ ボディハグシャ
ワー

対象外商品代表例

兼用ツーハンド
ル

デッキ水栓

兼用ツーハンドル
壁付水栓各種

浴室の節湯水栓は手元止水機構（節湯A1)または
小流量吐水機構（節湯B1)を有するものが対象です。

※ シャワーホースのないものも対象外です

※

バス専用水栓各種
※

エコ住宅設備＜節湯水栓:浴室＞
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子育て対応改修＜ビルトイン食器洗機＞

LIXILが採用しているビルトイン食器洗機は全て対象です

※代表的な機種のみ写真掲載しています

電気用品安全法に規定する「電気食器洗機」で、組込型であること。
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子育て対応改修＜掃除しやすいレンジフード＞

次の（1）~（3）をすべて満たすものであること。

（1）電気用品安全法に規定する「換気扇」であること。

（2）レンジフードファンの形態が「遠心送風機型」であること。

（3）次のa）~d）のいずれかの部品を備えている場合にそのすべてが※1①又は②の仕様構造になっていること。
a）整流版、b）グリスフィルター、c）ファン、d）油受け皿
①工具を使用することなく、使用者が着脱可能であることで、洗い掃除を可能としているもの。
②レンジフードの清掃の際、水（ぬるま湯）や台所用洗剤によって、油煙汚れを除去し易くする目的で、
「はつ油（性）処理」※2「親水（性）処理」※3又は「ホーロー（琺瑯）処理」※4のいずれかの表面処理を
施したもの。

※1 機械的構造により、油煙汚れが付着しにくい部品を除く。
※2 はつ油（性）処理とは、油分をはじくことで、表面に付着しにくい特長を有した表面処理をいう。
※3 新水（性）処理とは、水となじむ（親和する）ことで、付着した油分を浮かび上がらせて、汚れを落とし易くする特長を輸した表面処理をいう。
※4 ホーロー（琺瑯）処理とは、表面のガラス質により、表面の平滑性、稠密性が向上することで、油分が染み込まず、落とし易くなる特徴を有した表面
処理をいう。

プロペラファン・ターボファンは対象外です

※代表的な機種のみ写真掲載しています
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子育て対応改修＜ビルトイン自動調理対応コンロ＞

自動調理機能（炊飯機能）がないコンロは対象外です
間口45cm以下、グリルレスは全て対象外です

※カタログの「自動調理機能」がグレーアウト表示の機種は対象外です。

JIS S2103:2019 に規定する「ガスコンロ」又は、電気用品安全法に規定する「電磁誘導加熱式調理器」のうち、
組込型で（１）及び（２）の機能を有すること
（１）コンロ部に、設定した温度に自動で調節する自動温度調節機能があること
（２）コンロ部又はグリル部に、調理開始から調理終了まで手動で操作を行わずに調理する自動調理機能があること。なお、炊飯機能を必須
とする
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バリアフリー改修対象工事内容＜手すりの設置＞

LIXILのトイレ用手すりは全て対象です。

便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
※転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することをモック的として手すりを取り付けるものをいい、
手すりの
取付に当たって工事（ネジ等で取り付ける簡易なものを含む。）を伴わない手すりの取付けは含ま

れない。
補足1：屋外の工事は対象外です。
補足2：手すりの対象製品登録はありません。バリアフリー改修は、原則、バリアフリー改修促進税制の取扱に準じていま
す。

工事によって壁に固定され、手すりとして機能を満たすものであれば、長さや材質、箇所数に関わらず5,000円
です。
補足3：手すり設置によるバリアフリー改修は、工事写真（工事前／工事後）が証明書類となっています。

※手すりの対象商品は登録申請されるものではありません。

※代表的な機種のみ写真掲載しています。
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バリアフリー改修対象工事内容＜手すりの設置＞

便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
※転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することをモック的として手すりを取り付けるものをいい、
手すりの
取付に当たって工事（ネジ等で取り付ける簡易なものを含む。）を伴わない手すりの取付けは含ま

れない。
補足1：屋外の工事は対象外です。
補足2：手すりの対象製品登録はありません。バリアフリー改修は、原則、バリアフリー改修促進税制の取扱に準じていま
す。

工事によって壁に固定され、手すりとして機能を満たすものであれば、長さや材質、箇所数に関わらず5,000円
です。
補足3：手すり設置によるバリアフリー改修は、工事写真（工事前／工事後）が証明書類となっています。

浴室用手すり（握りバー）選択時は対象です。
スライドバー（フルフォールスライドバーなど）、浴槽内握りバーは対象外となります。

対象外は、名称が「スライドバー」となっているもの。
BL基準（耐荷重60kgで変形が長さの500分の1以下）を満たしていないため。
また、BLの長期優良住宅部品の基準（バーの直径が30～40mm）を満たしていないた
め。
浴槽内握りバーは現場取付ではないため、対象外。

※手すりの対象商品は登録申請されるものではありません。

※代表的な機種のみ写真掲載しています。




