報道関係各位

2016 年 3 月 28 日
株式会社 LIXIL グループ
株式会社 T ポイント・ジャパン

ＬＩＸＩＬグループでの「Ｔポイント」サービス提供開始について
～住生活分野でのポイントサービスにより、さらに豊かで快適なライフスタイルを提供～
株式会社 LIXIL グループ（本社：東京都千代田区、社長：藤森義明、以下「LIXIL グループ」
）と、
株式会社 T ポイント・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：増田宗昭、以下「T ポイント・
ジャパン」
）は、この度、LIXIL グループの株式会社 LIXIL、株式会社 LIXIL 住宅研究所、
株式会社 LIXIL リアルティ、株式会社 LIXIL ホームファイナンス、株式会社 LIXIL 住生活ソリューション
の各社から提供される商品・サービスに「T ポイント」サービスを導入し、2016 年 4 月※1 より提供開始
します。
※1：株式会社 LIXIL リアルティでの提供開始は 2016 年 5 月

LIXIL グループと T ポイント・ジャパンでは昨年より、具体的な「T ポイント」サービス提供に向けて
協議しておりました。この度、LIXIL ショールーム（全国 95 館）での来館時や見積依頼時のポイント付
与をはじめ、LIXIL グル―プのフランチャイズ・ボランタリー組織※2（LIXIL リフォームショップ、LIXIL
リフォームネット、アイフルホーム、フィアスホーム、GL ホーム、ERA ジャパン）でのリフォーム工事
へのポイント付与、ERA ジャパンでの来店時や賃貸契約時のポイント付与、LIXIL ホームファイナンスで
の借換え融資実行、おうちのレシピコミュニティサイト（HOMEPAD）での会員登録や投稿時などで「T
ポイント」サービスを展開します。
※2：対象外店舗がございます。2016 年 4 月時点の LIXIL グループでの T ポイント提携店舗数は約 940 店

また、LIXIL ショールーム、LIXIL リフォームショップ、LIXIL リフォームネットの T ポイント提携店で
は T カードをお持ちでないお客さまへ、LIXIL オリジナルデザインの T カードもご用意しています。
LIXIL グループは、お客さまがより豊かで快適な生活を送ってもらうための、さらなるサービス向上を
目指し、T ポイント・ジャパンでは「衣・食・住」の中でも特に「住」の部分を強化していくことで、
さらに幅広い世代にご支持・ご満足いただけるサービスを提供していきます。
本件に関するお問い合わせ先
株式会社LIXIL 広報部広報グループ 野中
株式会社Tポイント・ジャパン 広報 安藤

TEL．03‐6273‐3607
TEL．03‐6800‐4464

※このリリースは、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、東商記者クラブにお届けし、LIXIL グループ
ホームページ（URL: http://www.lixil-group.co.jp/ ）
、カルチュア・コンビニエンス・クラブ ホームページ
（URL: http://www.ccc.co.jp/ ）、CCC マーケティング ホームページ（http://www.cccmk.co.jp/ ）でも発表しています。

＜参考資料＞

■LIXIL グループにおける「T ポイント」サービスについて
企業名

サービスブランド

ポイント付与対象サービス

ショールーム
株式会社LIXIL

LIXILリフォームショップ

来館

5ポイント

見積

10ポイント

リフォーム工事

LIXILリフォームネット
アイフルホーム

リフォーム工事

フィアスホーム

付与ポイント数

成約金額200円(税抜)につき1ポイント
※上限10,000ポイント
成約金額200円(税抜)につき1ポイント
※上限10,000ポイント

GLホーム
株式会社LIXIL住宅研究所

来場＋アンケート記入 ※キャンペーン時

500ポイント

新築引渡し ※キャンペーン時

30,000ポイント

来店

100ポイント

賃貸契約(ワンルームタイプ）

500ポイント

賃貸契約(ファミリータイプ)

1,000ポイント

専属選任媒介契約

2,000ポイント

住宅売買契約(1,000万円未満)

3,000ポイント

※店舗によりご利用いただけるサー
ビスが異なります。詳しくは各店舗
へお問い合わせください。

ERAジャパン
株式会社LIXILリアルティ

※店舗によりご利用いただけるサー 住宅売買契約(1,000万円以上2,000万円未満)
ビスが異なります。詳しくは各店舗 住宅売買契約(2,000万円以上)
へお問い合わせください。
リフォーム工事

株式会社LIXIL住生活ソリューション

HOMEPAD

株式会社LIXILホームファイナンス

住宅ローン

4,000ポイント
5,000ポイント
成約金額200円(税抜)につき1ポイント
※上限10,000ポイント

リアルティが保有する物件の住宅売買

20,000ポイント

家賃支払い

50ポイント

会員登録

300ポイント

投稿

10ポイント

借換え融資実行

3000ポイント

※LIXIL ショールームでの来館・ERA ジャパンでの来店によるポイント付与は、1 日１回、１組単位となります。
また複数商品を見積しても、当日中は１回のポイント付与となり、電話や FAX 等の見積依頼では、ポイントは付与さ
れません。

詳しくは LIXIL T ポイントご案内サイトまで

http://www.lixil.co.jp/tpoint/

■LIXIL オリジナルデザインの T カードについて
LIXIL ショールーム、LIXIL リフォームショップ、LIXIL リフォームネット
の T ポイント提携店では T カードをお持ちでないお客さまへ、LIXIL
オリジナルデザインの T カードもご用意しています。

◆株式会社 LIXIL（ http://www.lixil.co.jp/ ）
◇LIXIL ショールーム（全国 95 館）
http://www.lixil.co.jp/showroom/
LIXIL のショールームには、初めて家づくりやリフォームを検討されている方
にも安心してご覧いただける工夫がいっぱいです。気軽な情報収集や、ご自
宅に合わせた具体的なプランのご相談も、ご自分に合ったスタイルでご活用
ください。
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◇LIXIL リフォームショップ
http://lixil-reformshop.jp/
25 年を超える実績。LIXIL が認める安心のリフォームフランチャイズチェーン。
長年の経験からリフォームされるお客様が本当に望まれる、古くなった「モ
ノ」を新しくするだけでなく、そこから始まる新しい暮らし方、
「コト」を大
切に、お客様が本当にしたい暮らしを実現する住まいを目ざしています。LIXIL
リフォームショップが、お客さまの暮らしの夢を叶える『コト・リフォーム』
をお届けします。
◇LIXIL リフォームネット
http://www.lixil-reform.net/
LIXIL が応援する国内最大級のリフォーム店ネットワーク。業者選びの一番の
ポイントである「まかせて安心」の実現のため、全国の登録店社員を対象に、
「エクステリア」
「水まわり」
「窓まわり」の 3 つの分野でスキルアップ研修
と試験を実施して、合格者を「マイスター」に認定しています。
住まう人の夢や思いをしっかり受け止めて上手にカタチにする、リフォーム
の「マイスター」が、お客様の「まかせて安心」に必ずお応えいたします。

◆株式会社 LIXIL 住生活ソリューション（ http://www.lixil-living-solution.co.jp/ ）
◇HOMEPAD
http://homepad.jp/comm

HOMEPAD は、住まいと暮らしに関するさまざまな情報が集まるコミュニティ
サイトです。リフォームや新築の際だけでなく、収納やガーデニング、メンテ
ナンス、節約術など日々の「住まい」
「暮らし」をちょっとだけ良くするヒント
が集まるサイトです。会員登録を行うことでコミュニティに参加することがで
き、自慢のお家や住まいのこだわりを写真付きで投稿することが出来ます。

◆株式会社 LIXIL 住宅研究所（ http://www.lixil-jk.co.jp/ ）
LIXIL グループにおいて、全国に住宅フランチャイズチェーンを展開しています。「アイフルホーム」
「フィアスホーム」
「GL ホーム」の 3 ブランドを運営しており、各ブランドの魅力を追求し、お客様
の求める暮らしに幅広く対応し、お客様の求める良い住まいを提供いたします。
◇アイフルホーム
http://www.eyefulhome.jp/
アイフルホームは、住宅 FC のパイオニアとして、1985 年創業以来、15 万棟
超の実績を誇ります。
「こどもにやさしいはみんなにやさしい」との考えのも
と、キッズデザインで考える家づくりをしています。家族の安全・安心を基
本に、生涯に家でかかるコストも抑える、本当にいい家を目指し、今も未来
も幸せがつづく家づくりに取り組んでいます。
◇フィアスホーム
http://www.fiace.jp/
フィアスホームは、創業以来、お客様に For Your Vintage Life（永く住み継が
れる家）をお届けする、という使命に基づいた住まいづくりに取り組んでい
ます。オリジナルの高性能断熱材一体型パネルを採用した、高気密・高断熱
な高性能住宅を基本に、光や風、地中熱などの「パッシブエネルギー」を活
用した住まいづくりを行っています。
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◇GL ホーム
http://www.glhome.lixil-jk.co.jp/
GL ホームは、木造建築の世界基準であるツーバイフォー工法を進化させた
ツーバイシックス工法のモノコック構造による耐震構造と、制震装置による
精神構造をべースに、日本の気候や風土に合わせて独自に進化させてきた高
いデザイン性、地震に対する強さや耐久性、品質の安定性を備えた「美しい
品質」の住まいづくりを行っています。

◆株式会社 LIXIL リアルティ（ http://www.lixil-realty.co.jp/ ）
住宅や不動産の売却・購入・賃借・賃貸管理・建築・リフォーム・資産バリューアップ、さらに企業
各社の社宅代行業務を通じて、住宅・不動産に関する総合サービスを提供しています。公正で倫理的
なサービス、安心と信頼の商品をお届けします。

◆株式会社 LIXIL イーアールエージャパン（ http://www.erajapan.co.jp/ ）
全国に 430 店舗を展開する日本初の不動産フランチャイズネットワークです。
ERA
加盟店では誠実、真面目、地域密着をモットーに、住まいの総合サービス会社と
して、不動産の賃貸、売買、管理、建築・リフォームなど住まいと暮らしに関わ
るあらゆるサービスをご提供しています。

◆株式会社 LIXIL ホームファイナンス（ http://lixil-homefinance.co.jp/ ）
2014 年 6 月に設立された暮らしにかかわる金融サービスを提供する金融機関
です。住宅金融支援機構より認定を受けた全期間固定金利型住宅ローン「フラ
ット 35」を利用した既存住宅ローンの借換え融資をホームページと電話申込
みより受付しております。
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