
九
州ま

とめてCO

2削
減

九州版炭素マイレージ制度推進協議会

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館5F
TEL 092-721-4905  FAX 092-721-4904
Eメール info@q-ecolife.com  URL http://www.q-ecolife.com

お問合せ・参加申込先

郵便番号

住所　　福岡　長崎　大分　鹿児島

　　　　佐賀　熊本　宮崎　　　　　県　　　　　　　　　　市

氏名 年令　　　　　　歳

※Eメールで申込の方は上記の記入事項を e-mail：info@q-ecolife.com に送信してください。
※１世帯につき１名の参加となります。
※記入に不備がある場合、受付が出来ない場合がございます。
※これらの情報は「九州エコライフポイント」の運営以外には使用しません。
※転居により前年同月の電気使用量が検針票に記載されていない方は、前年同月の検針票またはそれに代わる証明書（電力会社発行）を
提出してください。

2013年10月から「九州エコライフポイント」スタート

性別
男 ・ 女

e-mailアドレス　
お持ちでない方は電話番号

　毎月電力会社から送付される「電気ご使用量のお知らせ（検針票）」で、前年同月の電気使用量
と当月の使用量が比較できます。九州エコライフポイントでは、平成25年12月分から平成26年
2月分の3ヶ月分を対象に、前年との使用量を比較し、その削減率に応じてポイントを付与しま
す。（対象となるのは家庭用のもののみです。）各世帯単位で
お申し込みください。
　参加の申込は、参加申込書に必要事項をご記入のうえ、ポ
イント運営管理事務局へ郵送、FAX、Eメールでお送りくだ
さい。また、九州エコライフポイントのWebサイトの入力
フォームからも申し込むことができます。
　なお、申込者には、登録完了後、ポイントや取扱店などの
情報を郵送またはEメールでお知らせいたします。

ポイント券をもらうにはポイント券をもらうにはポイント券をもらうにはポイント券をもらうには

節電
活動
節電
活動

「九州エコライフポイント」は、節電などの行動にポイント券
を交付し、九州でのCO2削減を進めます。ポイント券は道の
駅や地域のスーパーなどで使えます。

道の駅

エコ

道 の 駅

エコ

スーパー・その他

11 郵送、FAX、Eメール、または
Webサイトで申し込みます。

節電して3ヶ月分の
検針票を提出します。

ポイント取扱店で
ポイント券相当のお買い物ができます。

まずは
申込を

●募 集 期 間 ： 平成25年10月16日（水）から 11月30日（土）まで
●節電活動期間 ： 平成25年12月 から 平成26年2月まで
●ポイント券発行 ： 平成26年3月以降

申込方法など詳しくは裏面をご覧ください。

GET !

事務局から

44

22

33 検針票を提出したら、
事務局から500ポイント券を送付します。
（1ポイント＝1円）

55 さらに、電気使用量を削減された方には抽選で九州各県の特産品等を進呈します。

電気使用量を削減すれば電気使用量を削減すれば

WebFAX Eメール
@

HPに
アクセス

エコトン（福岡県） ピコピコ（佐賀県） くまモン（熊本県）
○2010熊本県くまモン♯10587C みやざき犬

むぅちゃん（宮崎県）
2014 長崎国体・大会キャラクター

がんばくん（長崎県） めじろん（大分県） ぐりぶー（鹿児島県）
○鹿児島県ぐりぶー・さくらC

「電気ご使用量のお知らせ」名義について 　　申込者と同じ 　　申込者と異なる（氏名　　　　　　　　　     申込者との続柄（　    ） ）

世帯員数
人

あなたの今冬の節電の取組について教えてください。

1年前と比べて世帯員数は変わっていますか？ 変わった方は、変更人数を教えてください。
人 人→

九州エコライフポイント応援団九州エコライフポイント応援団

電気使用量の削減（節電）活動
参加者募集

電気使用量の削減（節電）活動
参加者募集

電気使用量の削減（節電）活動
参加者募集

電気使用量の削減（節電）活動電気使用量の削減（節電）活動電気使用量の削減（節電）活動電気使用量の削減（節電）活動電気使用量の削減（節電）活動電気使用量の削減（節電）活動電気使用量の削減（節電）活動電気使用量の削減（節電）活動電気使用量の削減（節電）活動
参加者募集参加者募集参加者募集参加者募集！！！

節電活動（3ヶ月分の検針票提出）していただいた方全員に500ポイント券を差し上げます。節電活動（3ヶ月分の検針票提出）していただいた方全員に500ポイント券を差し上げます。

郵送 12月分12月分 1月分1月分 2月分2月分

ポイントを加算します。ポイントを加算します。

道の駅

エコ

道 の 駅

エコ

コンビニ

コンビニ

スーパー

◆記入事項◆  FAX送付先  092-721-4904

参  加  申  込  書

（　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
事務局記入欄

ポイント運営管理事務局（公益財団法人 九州経済調査協会）　担当：蒲池、今井、徳田
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