
交付申請の手引き 

平成２５年度補正 
定置用リチウムイオン蓄電池 

導入支援事業費補助金 

個人申請用 

≪ 申請者は特に以下の点に留意して申請を行ってください。≫ 
 

●応募要領に記載されている内容をよく理解したうえで、申請を行ってください。 
●申請に関しては、一般社団法人環境共創イニシアチブ（以下、「ＳＩＩ」という。） 
  ホームページの「よくあるご質問」もご覧ください。 
●補助金の申請者がＳＩＩに提出する書類は、如何なる理由があってもその内容に 
   虚偽の記述を行わないでください。 
●提出書類を全て揃えたうえで、申請書を提出してください。 
●申請書類一式の写し（コピー）を必ず保管してください。 

交付申請の提出期限 平成２７年１月３１日（土） 必着 



予約申請 
 

平成２６年３月１７日（月）～ 平成２６年１２月３１日（水） 必着 
※予約申請の合計額が予算額に達した場合、申請受付期間内であっても予約申請の受付を終了します。 

 
『予約申請』と『交付申請』の２段階 
①『予約申請』は契約・購入、設置前に「補助金予約申請書」（以下、「予約申請書」という。）を 
  ＳＩＩへ提出し、ＳＩＩから「予約決定通知書」を受領してください。 
②『交付申請』は、補助対象機器の設置・引渡しの完了、及び補助対象費用の支払いが完了した後、 
 「交付申請書 兼完了報告書 兼取得財産等明細表」（以下、「交付申請書」という。）をＳＩＩ  
  へ提出し、「交付決定通知書 兼補助金の額の確定通知書」（以下、「交付決定通知書」とい 
  う。）を受領してください。 

 
【個人・法人】 １住宅あたり  上限１００万円 
【法人】    １事業所あたり 上限１億円 

 
蓄電システムの購入金額と、機器毎に定められた目標価格（B値）との 
差額の２/３以内 
蓄電システム購入金額が、機器毎に定められた基準価格（Ａ値）に対して 
①上回る場合、【購入金額－機器毎の目標価格（B値）】の１/３を補助 
②同等もしくは下回る場合、【購入金額－機器毎の目標価格（B値）】の２/３を補助 
③下回り、且つ補助額が購入金額の１/３を下回る場合は、購入金額の１/３を補助 
※機器毎の目標価格（B値）および基準価格（A値）についてはＳＩＩのホームページで確認して 
 ください。 
※審査により、補助額が減額される場合があります。 

 
日本国内において、ＳＩＩが認める蓄電システムを設置し、使用する以下のもの 
 ・個人（個人事業主含む）   
 ・法人 
※リース等により設置する場合は、所有権者となる法人が主体となり共同で申請してください。 

 
ＳＩＩが補助対象機器として認めた蓄電システム 
補助対象機器は未使用品に限ります。補助対象機器の一覧については、ＳＩＩのホームページで 
確認してください。（http://sii.or.jp/） 

はじめに 
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申請の提出期限 

補助対象となる機器 

交付申請 
 

平成２６年３月１７日（月）～ 平成２７年１月３１日（土） 必着 

補助額（補助率） 

補助金交付の対象者 

補助上限額 

補助金申請方法 
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補助金申請の流れ 

蓄電システムの 
選定 

予約申請 

予約決定通知書の
受け取り 

予約決定 蓄電システム代金の完済 

交付申請書の記入 

交付申請書のコピーを保管 

ＳＩＩにて交付申請書類を審査 

交付決定 

交付決定通知書の受け取り 

設置工事～設置完了 

補助金交付（支払い） 
までの流れ 

交付申請～補助金の受け取り 

予
約
申
請 

蓄電システムを契約・購入、設置 
※予約決定通知書を受け取った後にしてください。 

蓄電システムの  
契約・購入、設置 

交付申請 

交付決定 

補助金受け取り 

蓄電システム代金
の完済 

交付決定通知書 
の受け取り 

交
付
申
請 

交付申請に必要な書類の手配 
※交付申請書はＳＩＩホームページよりダウンロードしてください。 

補助金受け取り 
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交付申請に必要な書類① 

様式４ 

蓄電システム 
領収金額内訳書 

詳細は 
P.９ 

※販売先、設置・施工会社 
 から本書式にて入手して 
 ください。 

必ず下記２,３の書類を用意
したうえで記入してください。 

注意）申請代行者が記入する場合は、必ず記載内容について申請者が把握した上で、申請を行ってください。 

様式１ 

補助金交付申請書 
兼 実績報告書 
兼 取得財産等明細表 

詳細は 
P.６ 

様式２ 

補助金及び 
交付申請に 
関する同意書 

詳細は 
P.７ 

１.申請者ご自身にてご記入いただく書類 

２.販売先、設置・施工会社にてご記入いただく書類 

様式３ 

補助金振込口座 
登録用紙 

詳細は 
P.８ 

様式５ 

設置・引渡し 
完了証明書 

詳細は 
P.１０ 

※販売先、設置・施工会社 
 から本書式にて入手して 
 ください。 
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交付申請に必要な書類② 

様式６ 

領収書（コピー） 

詳細は 
P.１１ 

３.申請者ご自身にてご用意いただく書類 

様式７ 

蓄電システム 
保証書（コピー） 

詳細は 
P.１１ 

様式８ 

蓄電システム 
設置後写真 

詳細は 
P.１２ 

様式９ 

蓄電システム 
銘板写真 

詳細は 
P.１２ 

様式１０ 

通帳・口座証明書
（コピー） 

詳細は 
P.１３ 



交付申請書類 記入のご案内 
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         記入方法（申請者ご自身にてご記入いただく書類） 
交付申請 

個人申請用 
様式１ 

（交付） 

様式１ 補助金交付申請書 

各書類を参照しながら、抜け漏れ、間違いの無いように記入してください。 
※虚偽の申請と認められるものは申請を受けつけません。 

１ 

必ず記入日を記入してください。 

１ 

３ 

予約申請書の【様式１】と同じ内容を記入して
ください。 

３ 

４ 

交付決定通知書等の通知物は申請者現住所に送
られます。 
※申請代行者がいる場合もこの住所に通知物は 
 送られます。 

４ 

５ 

該当する項目の□に必ずチェックしてください。 

５ 

６ 

予約申請時に確定していなかった場合、確定し
た設置場所住所を記入してください。 

６ 

７ 

販売先からの「蓄電システム 領収金額内訳書
（様式４）」を参照のうえ、 
「蓄電システムメーカー名」、 
「蓄電システムパッケージ型番」 
を記入してください。 
※ＳＩＩのホームページで公開されているパッ  
 ケージ型番と一致していることを確認してく    
   ださい。 

７ 

申請に関する手続きを、第三者が代行する場合のみ
記入してください。 
※申請に関して内容を把握している方が代行者と 
 なってください。 
※提出書類に不備等があった場合は、原則、申請者 
 に郵送にて連絡いたします。 
※様式１の申請代行者情報に記載があっても、 
 様式２の同意書に署名・捺印がない場合は代行者 
 として認められません。 

８ 

販売先からの「蓄電システム 領収金額内訳書
（様式４）」を参照のうえ、機器単体の金額を
記入してください。 
※補助対象外の経費（消費税、工事費、運搬費
等諸経費）は設置機器金額に含まれないので申
請できません。 

８ 

９ 

予約決定通知書に記載されている予約決定金額
を記入してください。 
蓄電システムの購入金額が、予約決定時から変
更になった場合、ＳＩＩホームページ上の 
・補助額計算書 
・補助額計算機能 
を活用して、補助申請金額を計算してください。 
予約決定金額を超えた金額を申請することはで
きません。 

９ 

必須項目 任意項目 

定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業費補助金 

10 

10 

ＳＩＩから送付された予約決定通知書に記載さ
れている予約決定番号を必ず記入してください。 

２ 

２ 
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         記入方法（申請者ご自身にてご記入いただく書類） 
交付申請 

個人申請用 
様式２ 

（交付） 

様式２ 補助金及び交付申請に関する同意書 

同意事項を全てお読みいただき、記載内容についてご了承いただいたうえで、署名、捺印
をしてください。 

申請者本人が直筆で署名してください。 
捺印（認印可）は朱印でしてください。 

１ 

申請代行者がいる場合は、申請代行者本人が直
筆で署名してください。 
捺印（認印可）は朱印でしてください。 
※様式１の申請代行者情報に記載があっても、 
 様式２の同意書に署名・捺印がない場合は代  
 行者として認められません。 

必須項目 任意項目 

１ 

２ 

２ 
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         記入方法（申請者ご自身にてご記入いただく書類） 
交付申請 

個人申請用 
様式３ 

（交付） 

様式３ 補助金振込口座登録用紙 

通帳・口座証明書（様式１０）を参照のうえ、漏れなく記入してください。 

必須項目 

１ 

必ず記入日を記入してください。 

１ 

予約申請書【様式１】と同じ内容を記入して
ください。 

申請者本人の通帳と通帳・口座証明書（コ
ピー）【様式１０】を参照のうえ、情報を記
入してください。 
「口座名義人」を記入する際は、必ず通帳に
記載されているカタカナ表記部分の口座名義
人をそのままご記入してください。 
※通帳・口座証明書（コピー）と一致してい
るか必ずご確認いただき、漏れがないように
記入してください。 

※原則、申請者ご本人の口座を指定してください。 
 やむを得ない理由で、ご本人の口座を指定できない場合は、 
 二親等以内の家族を補助金の受取人として指定することが可能です。 
 その場合は、様式３と併せて下記４点を明記した書類（自由書式） 
 を提出してください。 
  
 １．書類を作成した日付 
 ２．支払先を二親等以内の家族に指定する旨 
 ３．申請者氏名の自署及び捺印 
 ４．口座名義人の氏名及び申請者との続柄 

平成26年4月21日 

定置用リチウムイオン蓄電池
導入支援事業費補助金の補助
金を下記受取人へ送金ください。 

受取人： 江根 省一 
      （申請者との続柄：長男） 

申請者： 江根 省太 
江
根 

【二親等以内の家族を補助金の 
受取人とする場合の書類（イメージ）】 

２ 

３ 

２ 

３ 
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         記入方法（販売先、設置・施工会社にてご用意いただく書類） 
交付申請 

個人申請用 
様式４ 

（交付） 

様式４ 蓄電システム 領収金額内訳書 

必須項目 

販売会社が記入する書類です。記入漏れがないようにご注意ください。 

１ 

必ず記入日を記入してください。 

１ 

２ 

予約申請書【様式１】と同じ内容を記入してく
ださい 
※氏名の字体（旧字、略字など）は、他の書類  
 と一致するようにご注意ください。 

２ 

販売会社の情報を漏れなく記入してください。 

事業者印（社名が確認できる印）を押してくだ
さい。 

４ 

３ 

４ 

３ 

販売した機器がＳＩＩのホームページで公開さ
れているパッケージ型番と一致していることを
ご確認のうえ、 
「蓄電システムメーカー名」、 
「蓄電システムパッケージ型番」 
を記入してください。 

５ 

５ 

添付した領収書に記載されている金額を税込、
税抜きに関わらずそのまま記入してください。 
※領収書が複数枚ある場合は蓄電システムの金  
 額が含まれている領収書の金額を記入してく 
 ださい。 
※蓄電システムの領収書が複数になる場合は 
 複数枚の領収書の合計金額を記入してくださ 
 い。その場合、複数枚の領収書を【様式６】 
 領収書に張り付けてください。 

蓄電システム単体の金額（税抜）を記入してく
ださい。 
 
※補助対象となるのは機器費用のみです。 
 分電盤や設置工事に係る費用等、ＳＩＩに認 
 められていない費用を含むことはできません。 
 パッケージ型番に含まれる範囲はＳＩＩの 
 ホームページのリンクよりメーカー製品ホー 
 ムページで確認してください。 

６ 

６ 

７ 

７ 
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         記入方法（販売先、設置・施工会社にてご用意いただく書類） 
交付申請 

個人申請用 
様式５ 

（交付） 

様式５ 設置・引渡し完了証明書 

必須項目 

設置会社が記入する書類です。記入漏れがないようにご注意ください。 
（使用者自身または販売会社が設置する場合は、販売会社が記入してください。） 

１ 

必ず記入日を記入してください。 

１ 

設置会社の情報を漏れなく記入してください 
２ 

予約申請書【様式１】と同じ内容を記入してく
ださい 
※氏名の字体（旧字、略字など）は、他の書類  
 と一致するようにご注意ください。 

事業者印（社名が確認できる印）を押してくだ
さい。 

３ 

４ 

３ 

蓄電システム 保証書（コピー）【様式７】を
参照のうえ、設置した機器がＳＩＩのホーム
ページで公開されているパッケージ型番と一致
していることをご確認のうえ、 
実際に設置した「蓄電システムパッケージ型
番」を記入してください。 

６ 

今回設置した蓄電システムと併せて導入、また
はすでに設置されている創エネ・蓄エネ設備を
申請者に確認し、チェックをしてください。 
※該当するすべてにチェックしてください。 
※「その他」にチェックした場合は（ ）内に 
 設備の種類を記入してください。 
※蓄電システム以外の設備を導入していない 
 場合は「特になし」にチェックしてください。 
※審査に影響のある部分ではありませんが、 
 該当する項目がある場合は必ずチェックして  
 ください。 

６ 

７ 

２ 

４ 

５ 

７ 

蓄電システムを設置、または設置に関わる工事
が完了し、使用できる状態になった日を記入し
てください。 
※蓄電システムの購入が住宅購入に伴う場合は、    
 “住宅引渡日”を記入してください。 
※予約決定日より前の日付に設置を行った場 
 合は補助対象外となりますのでご注意くださ 
 い。 

５ 
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         提出方法（申請者ご自身にてご用意いただく書類） 
交付申請 

個人申請用 
様式６（交付） 
様式７（交付） 

様式６ 領収書（コピー） ※様式６に貼り付けて提出してください。 

 
・領収書に記載された領収金額と、蓄電システム単体の金額が異なる場合、 
 但し書き等にて蓄電システム単体の税抜き金額が記載されていること。 

・領収書が複数枚ある場合は蓄電システムの金額が含まれている領収書を提出 

 すること。 

・蓄電システムの領収書が複数になる場合は複数枚の領収書（コピー）を 

【様式６】領収書（コピー）に張り付けてください。 

・収入印紙が不要の場合は、貼り付け台紙にその理由を明記してください。 

補助対象機器を購入したことの証明、および、購入金額の証明として、「領収書」の 
コピーを提出してください。 
 

※必ず蓄電システムを購入した際の領収書（コピー）を貼り付けてください。 

以下の内容がはっきりわかるものの 
コピーを貼り付けてください。 
・宛先※申請者名であること 
・発行者（販売事業者）名 
・発行者（販売事業者）の捺印 
・購入日 
・蓄電システムメーカー名 
・蓄電システムパッケージ型番 
・領収金額 
・収入印紙 
※コピー時に文字の潰れや歪みが発生していないことを必ず確認してください。 

ご注意 

様式７ 蓄電システム保証書（コピー） 

購入時、または設置時に受領した保証書の内容を確認のうえ、コピーを貼り付けて 
ください。 

※様式７に貼り付けて提出してください。 

以下の内容がはっきりわかるものの 
コピーを貼り付けてください。 
・製品メーカー名 
・蓄電システムパッケージ型番 
・蓄電システム製造番号 
※コピー時に文字の潰れや歪みが発生していないことを必ず確認してください。 

 
・使用者控え（お客様控え等）のコピーであること。 

ご注意 
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         提出方法（申請者ご自身にてご用意いただく書類） 
交付申請 

個人申請用 

様式８ 蓄電システム設置後写真 

設置した蓄電システムを撮影し、写真を貼り付けてください。 

※様式８に貼り付けて提出してください。 

 
・写真は、現像またはプリントアウトし、はがれないように貼り付けてください。 
・カラー印刷または、カラープリント写真。 
・写真の大きさは、サービス判（Ｌサイズ１２７×８９ｍｍ）以上。 

ご注意 

様式９ 蓄電システム銘板写真 

設置した蓄電システムの銘板を撮影し、写真を貼り付けてください。 

※様式９に貼り付けて提出してください。 

 
・保証書と同一の型番、製造番号が記載された銘板であることが判別できる写真  
 であること。 
・写真は、現像またはプリントアウトし、はがれないように貼り付けてください。 
・カラー印刷または、カラープリント写真。 
・写真の大きさは、サービス判（Ｌサイズ１２７×８９ｍｍ）以上。 
・蓄電システムパッケージ型番、製造番号がはっきり見える写真。 
 ※パッケージ型番、製造番号が途中で切れていたり、欠けていたりしないか 
  必ず確認し、写真を張り付けてください。 

ご注意 

様式８（交付） 
様式９（交付） 

※必ず設置が完全に完了していることが
確認できる写真を張り付けてください。 
設置工事中の写真や、包装してある写真
は不可です。 

※撮影時にカメラの機能でマクロモード
にしたり、角度を変えるなどして数枚撮
り、銘板がはっきり読みとれる写真を張
り付けてください。 
光が反射して数字等が読みとれない写真
は不可です。 
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         提出方法（申請者ご自身にてご用意いただく書類） 
交付申請 

個人申請用 
様式１０
（交付） 

様式１０ 通帳・口座証明書（コピー） 

下記の補助金振込み口座情報の記載がはっきりわかる通帳のコピーを貼り付けてください。 
※通帳の場合、表紙と表紙裏ページ（支店名等が記載されているページ）のコピーが 
 必要となります。 

※様式１０に貼り付けて提出してください。 

以下の内容がはっきりわかるものの 
コピーを貼り付けてください。 
■金融機関（ゆうちょ銀行以外の場合） 
①金融機関名 
②支店名 
③支店コード 
④口座番号 
⑤口座名義人（カナ） 
 
■ゆうちょ銀行の場合 
①記号 
②番号 
③口座名義人（カナ） 
 
※コピー時に文字の潰れや歪みが発生していないことを必ず確認してください。 

【通帳の表紙のコピー】 【通帳表紙裏ページ】 
※支店名等が記載されているページ 

※原則、申請者ご本人の口座を指定してください。 
 やむを得ない理由で、ご本人の口座を指定できない場合は、 
 二親等以内の家族を補助金の受取人として指定することが可能です。 
 その場合は、様式３と併せて下記４点を明記した書類（自由書式） 
 を提出してください。 
  
 １．書類を作成した日付 
 ２．支払先を二親等以内の家族に指定する旨 
 ３．申請者氏名の自署及び捺印 
 ４．口座名義人の氏名及び申請者との続柄 

平成26年4月21日 

定置用リチウムイオン蓄電池
導入支援事業費補助金の補助
金を下記受取人へ送金ください。 

受取人： 江根 省一 
      （申請者との続柄：長男） 

申請者： 江根 省太 
江
根 

【二親等以内の家族を補助金の 
受取人とする場合の書類（イメージ）】 
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申請書提出にあたってのご注意 

■申請書の提出先 

 申請書の提出にあたって、応募要領に記載されている内容をあらかじめご了承いただいた
うえで、提出してください。 

※封筒表面に赤字で『補助金交付申請書在中』と必ず記入してください。 

 
＊ＳＩＩから申請者に対し申請書を受け取った旨の連絡は致しません。 
 到着確認を行いたい場合は、書留等で郵送してください。 
 

＊郵送料は送付元のご負担となります。 
 

＊問い合わせ等の際に必要になるため、申請書類一式のコピーを必ず保管してください。 
 

＊原則として書類の差し替えについては応じられません。（ＳＩＩが求める場合を除く。） 
 

＊申請書類の記述内容に虚偽が認められた場合は、申請を受理しません。 
 

＊申請書類が、応募要領に従っていない場合や重度の不備がある場合は、申請を受理しない 
 場合があります。 

必ず申請書一式のコピーをお手元に保管してください。 
提出書類に不備があった場合は、電話・郵便等でご連絡いたします。 

―補助金申請に関する問い合わせ先― 

ご注意 

〒115-8691 赤羽郵便局私書箱４５号 
一般社団法人 環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ） 審査第三グループ 
リチウムイオン蓄電池補助金 申請担当宛て 

一般社団法人 環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ） 審査第三グループ 
リチウムイオン蓄電池補助金 申請担当 

 

TEL：0570-783-161 
 

※IP電話からのご連絡 TEL：03-6221-6703 
 

（受付時間 平日のみ 9：00～17：00） 
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変更履歴 

No. Ver. 更新日 
更新 

ページ 
更新内容 

１ 2.0 平成26年5月20日 P.10 
・設置・引渡し完了証明書の記載方法を更新し  
 ました。 


