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『補助⾦の右腕』とは… 2

『補助⾦の右腕』は、中⼩企業・⼩規模事業者の資⾦調達⼿段の１つである補助⾦・助成⾦について、各種情報提供から

申請⽀援、採択後のサポートまで、ありとあらゆることを事業者様のニーズに合わせてワンストップで提供するサービス

です。創業をお考えの⽅、新規事業の⽴ち上げを検討中の事業者様、新製品の試作品を作りたい事業者様、ホームページや

チラシなど販促物を作成したい⽅など、様々な経営課題をお持ちの事業者様に最適な補助⾦・助成⾦をご紹介いたします。

補助⾦に関するありとあらゆることをワンストップで提供するサービス

補助⾦・助成⾦とは
補助⾦・助成⾦ともに、国や地⽅⾃治体などから⽀給
される原則返済不要のお⾦です。国、都道府県、市区
町村、⺠間団体などから様々公募が⾏われており、⼤
⼩３０００種類以上あるとも⾔われています。

⼀定の条件にマッチした場合に申請することができ、
採択されることで事業にかかる経費の⼀部を補助⾦・
助成⾦という形で⽀給されます。

借⼊とは違い原則返済義務がありませんので、中⼩企
業・⼩規模事業者にとってはうまく使えば有益な資⾦
調達の⼿段となります。

補助⾦・助成⾦は、概ね以下のような違いがあります。

補助⾦：採択件数・⾦額が決まっていて、申請しても
必ず給付されるとは限らないもの。審査を経て給付先
が決定され、⼀定の公募期間を設ける場合が多い。

助成⾦：要件を満たし所定の様式で申請すれば原則給
付される。

しかしながら、助成⾦と名称がついていても審査があ
るものもありますので、あまり厳密な違いはないとご
理解ください。



提供サービス 3

情報提供（無料・有料）１

申請書作成2

申請書レビュー3

採択後フォローアップ4

その他、中⼩企業施策の申請⽀援5

上記サービスは、個別での提供だけでなく、パッケージでの提供も⾏っています。

どのサービスを利⽤すればいいのかお悩みの場合は、P20の
「利⽤サービス簡易診断」をご利⽤ください。



提供サービス︓①情報提供 4

補助⾦・助成⾦に関する情報をタイムリーに⼊⼿したい⽅におススメ。
メールにて各種補助⾦の情報や補助⾦申請に必要なノウハウを提供。

無料で利⽤いただけます。ご登録⽅法は以下URLをご覧ください。
https://www.hojyokin-migiude.info/

【無料版】情報提供サービス

【有料版】情報提供サービス
⾃社の事業にマッチする補助⾦・助成⾦に関する情報を漏れなく提案して
ほしい⽅におススメ。

貴社の事業内容を訪問/電話等でヒアリングし、活⽤可能な補助⾦・助成⾦を弊社が
もつデータベースから調査し報告書の形で提供するオーダーメイドサービスです。

ご利⽤料⾦は、25,000円（税別）/回
※⼀回のご利⽤につき、１事業とさせていただきます。今後１年間で予定されている補助⾦の中から情報提供いたします。

※万が⼀、ご提供できる補助⾦・助成⾦の情報がなかった場合は料⾦はいただきません。



提供サービス︓②申請書作成 5

補助⾦・助成⾦に採択されるには、以下の２点が必要です。

補助⾦・助成⾦申請に必要な事業計画策定を０から⽀援するサービス

採択される申請テーマ１ 審査員の視点にあわせた申請書2

補助⾦⽀援の経験豊富なコンサルタントが、採択される申請テーマとするために

事業者様からヒアリングした事業計画を⼀緒にブラッシュアップいたします。

そして、審査員が思わず採択させたくなるような申請書作成を⾏います。

申請書の作成は、弊社コンサルタントが実施いたしますので、事業者様の書類作成の

⼿間を⼤幅に削減することができます。

サービス提供内容 事業者様実施内容
p 申請書作成に必要なヒアリング

p 事業内容、テーマのブラッシュアップ・提案

p 申請書の作成

p 提出⼿続に必要な情報提供

p 申請書作成に必要な情報提供（決算書等）

p 提出書類の準備

p 申請書のご提出（持参、郵送等）

p 採択後の各種⼿続き（交付申請、完了報告等）

×



提供サービス︓②申請書作成 6
料⾦プランは、ご要望に合わせて２パターン（⾦額はすべて税抜）

完全成功報酬型 ⼀部成功報酬型

着⼿⾦ 0円 250,000円

採択時の
成功報酬額
※補助⾦申請⾦額に
対するパーセンテージ

〜3,000万円 10% 4%
3,000万円〜
10,000万円 4% 1%
10,000万円〜 1% 0.5%

成功報酬の例

申請⾦額1,000万円の場合
採択時 1,000,000円 650,000円

(着⼿⾦ 250,000 + 成功報酬 400,000)

不採択時 0円 250,000円

申請⾦額8,000万円の場合
採択時 5,000,000円 1,950,000円

(着⼿⾦ 250,000 + 成功報酬 1,700,000)

不採択時 0円 250,000円

申請⾦額15,000万円の場合
採択時 6,300,000円 2,400,000円

(着⼿⾦ 250,000 + 成功報酬 2,150,000)

不採択時 0円 250,000円

※ご請求のタイミングは採択結果が出た時です。補助⾦の⽀払い時ではございませんのでご注意ください。
※本プランに補助⾦加点⽤の計画書作成⽀援や採択後フォローアップは含まれません。

補助⾦加点⽤の計画書作成⽀援や採択後フォローアップは、オプションサービス等をご利⽤ください。



提供サービス︓③申請書レビュー 7

補助⾦・助成⾦の申請書をご⾃⾝で作成された⽅におススメ。
作成された申請書を審査員の視点でレビューし、これまでの⽀援実績と最近の傾向を踏まえ
た弊社独⾃の分析⼿法で、採択される可能性をレポートとして提供。
また、採択される可能性を最⼤限⾼めるためのブラッシュアップのポイントを
アドバイスいたします。※レポートの提供は初回のみとなります
公的機関などが実施している無料のアドバイスでは提供されないきめの細かい
ポイントをお伝えいたします。

申請書を審査員の視点でレビューし採択に向けてアドバイスするサービス

150,000円（税別）/回
※ご⼊⾦確認後のサービス提供となります。銀⾏振込/Paypal対応

※提供可能な補助⾦についてはWebサイトにてご確認ください

提供価格

①通常レビュー型

・レビューレポートの提供（初回のみ）

・申請書修正後の再レビュー（3回まで）

⽀援内容

250,000円（税別）/回
※ご⼊⾦確認後のサービス提供となります。銀⾏振込/Paypal対応

※提供可能な補助⾦についてはWebサイトにてご確認ください

提供価格

②審査レビュー型

・経験者による採点（初回のみ）

・レビューレポートの提供（初回のみ）
・申請書修正後の再レビュー（無制限）

⽀援内容



提供サービス︓④採択後フォローアップ 8

補助⾦・助成⾦は、採択後こそ多くの事務作業が発⽣いたします。

交付⼿続き、中間報告、完了報告等々。また、多くの補助⾦が採択後５年間は毎年
報告をする義務が設けられています。こうした⼿続きは、⼀歩間違えると補助⾦が
交付されないリスクもあるため、慎重に進めていかなければなりません。
採択後フォローアップサービスは、こうした採択後の各種事務⼿続きを
アウトソーシングできるサービスです。
補助⾦は採択されたけど、その後の⼿続きが不安という事業者様はぜひご利⽤
ください。申請は⾃社で⾏い、採択後フォローアップのみ利⽤することも可能です。

補助⾦採択後の事務⼿続きをアウトソースできるサービス

※補助⾦ごとの年間契約となります。２つの補助⾦で契約する場合は２契約となります。
※契約⽉に請求書をお送りさせていただきます。
※提供可能な補助⾦についてはWebサイトにてご確認ください

サービス範囲 提供価格（税別）
各補助⾦で必要となる以下の⼿続きを⾏います。

p 交付申請⼿続き

p 中間報告⼿続き

p 完了報告⼿続き

p 毎年の事業遂⾏状況報告⼿続き

補助⾦交付決定額

300万円以下 300万円超〜
1,000万円以下 1,000万円超

初年度 50,000円/年 250,000円/年 350,000円/年

次年度 25,000円/年 50,000円/年 100,000円/年



提供サービス︓⑤中⼩企業施策⽀援-1- 9

経営⼒向上のための⼈材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した経営計画書
のこと。経営計画書を国に提出し認定を受けることで、減税措置や低利融資が受けら
れる。補助⾦・助成⾦においては、審査の際に優遇が受けられるものがある。

単体での計画書作成の⽀援料は100,000円（税別）

経営⼒向上計画

設備投資を通じて労働⽣産性の向上を図るための計画のこと。計画書を市区町村に
提出し認定を受けることで、減税措置や信⽤保証枠の別枠が受けられる。
補助⾦・助成⾦においては、審査の際に優遇が受けられるものがある。

単体での計画書作成の⽀援料は100,000円（税別）

先端設備等導⼊計画

⾃然災害等による事業活動への影響を軽減することを⽬指し、事業活動の継続に向け
た取組をまとめた計画書のこと。計画書を国に提出し認定を受けることで、税制措置
や低利融資が受けられるようになる。補助⾦・助成⾦においては、審査の際に優遇が
受けられるものがある。

単体での計画書作成の⽀援料は150,000円（税別）

事業継続⼒強化計画



提供サービス︓⑤中⼩企業施策⽀援-2- 10

「新たな事業活動」について、「実現性がある数値⽬標」を具体的に定めた中期経営計
画書のこと。経営計画書を都道府県に提出し承認を受けることで、低利融資や補助⾦が
受けられる。補助⾦・助成⾦においては、審査の際に優遇が受けられるものがある。

単体での計画書作成の⽀援料は、250,000円（税別）

経営⾰新計画



提供サービス︓⑤その他 11

Jグランツとは、経済産業省が補助⾦申請の⼿続を効率化するために開発した補助⾦申
請システムのこと。「GビズID（複数⾏政サービスにアクセスできるアカウント）」
を取得することで、Jグランツの利⽤が可能となり「補助⾦情報の収集（検索）」や
「24時間365⽇補助⾦の電⼦申請」が可能となる。

Jグランツの利⽤に必要となる「GビズID」の登録⽀援は、50,000円（税別）

Ｊグランツ（補助⾦申請システム）登録⽀援



【参考】中⼩企業⽀援施策のまとめ 12

経営⼒向上計画 先端設備等導⼊計画 経営⾰新計画 事業継続⼒強化計画

根拠法 中⼩企業等経営強化法 ⽣産性向上特別措置法 中⼩企業等経営強化法 中⼩企業強靭化法

概 要
経営⼒向上のための⼈材育成や
財務管理、設備投資などの取組
を記載した経営計画書

中⼩企業・⼩規模事業者等が、
設備投資を通じて労働⽣産性の
向上を図るための計画書

中⼩企業が取り組む「新たな事
業活動」について、「実現性が
ある数値⽬標」を具体的に定め
た中期的な経営計画書

⾃然災害等による事業活動への影
響を軽減することを⽬指し、事業
活動の継続に向けた取組をまとめ
た計画書

対 象 経営⼒を向上させる既存事業・
新規事業

機械装置や器具備品、
ソフトウェア等の設備投資事業

新規事業（新商品・サービスの
展開） 防災・減災を促進する取組

承認先 事業所管⼤⾂
※郵送で提出

設備を設置する市区町村
※郵送・持参で提出

本社のある都道府県事務局
※持参が必要

経済産業省
※郵送で提出

メリット
経営⼒強化税制（法⼈税減税、
減価償却の⼀括償却）
低利融資、信⽤保証枠の別枠
等

固定資産税の減税（３年間最⼤０％）
信⽤保証枠の別枠

低利融資、信⽤保証枠の別枠
特定補助⾦・助成⾦の申請要件
等

中⼩企業防災・減災投資促進税制
（取得設備の特別償却）
低利融資、信⽤保証枠の別枠 等



オプションサービスについて 13

オプションサービスは、申請書作成サービスをご利⽤いただく⽅向けに、

事前準備から採択後のサポートまでをパッケージにして提供するサービスです。

補助⾦の採択・不採択に関わらず、あらかじめご契約いただくものですが、

個別で各種サービスをご利⽤いただくよりお得な価格で利⽤できる内容となって

います。オプションサービスは、ご利⽤内容によって２つご⽤意しています。

安⼼サービスパック

安⼼サービスフルパック



オプションサービス① 14

補助⾦・助成⾦について、すべてをお任せで⽀援してほしい⽅におススメのプラン。

これまで説明してきたサービスをすべて１つのパッケージとしてご提供いたします。

安⼼サービスパック

提供サービス
p 情報提供（事業内容をヒアリングし活⽤可能な補助⾦をご提案）

p 以下計画のうち、2つの申請書作成⽀援
経営⼒向上計画 先端設備等導⼊計画 事業継続⼒強化計画

※補助⾦・助成⾦の加点が最⼤となるように選択いたします。

p Ｊグランツ（補助⾦申請システム）登録⽀援

p 申請書の提出⽀援
※ （郵送）提出書類の印刷等、（電⼦申請）申請情報の⼊⼒⽀援など。

p 採択後フォローアップ
※ 補助事業遂⾏の進捗フォロー、採択後に必要な書類作成・提出、事務局とのやり取り等
※ 事務局との直接のやり取りについては、補助⾦によってはできない場合もございます。

提供価格

150,000円/年
※ご契約⽉から１年間の契約となります。その後、毎年１年ごとの契約となります。
※ご契約時に上記⾦額を請求させていただきます。
※会社単位の契約となるため、１契約で複数の補助⾦に対応いたします。
※採択後フォローアップは、安⼼サービスパックの契約後に弊社にて申請⽀援を⾏った補助⾦のみ対象となります。



オプションサービス① 15

個別サービス利⽤時の価格（初年度価格）

情報提供サービス（１回利⽤を想定） 25,000円
事業継続⼒強化計画申請⽀援 150,000円
Ｊグランツ登録⽀援 50,000円
申請書の提出代⾏サービス 単体提供は無し
採択後のフォローアップサービス 250,000円
合計 475,000円

安⼼サービスパックのご契約で上記すべてをご提供いたします。

475,000円 150,000円

最⼤約68%OFFです︕



オプションサービス② 16

補助⾦・助成⾦をフル活⽤したい⽅におススメのプラン。

安⼼サービスパックに加えて、通常では申請できない補助⾦に申請するための事前準
備や⾦額の⼤きい補助⾦を申請したい⽅向けに成功報酬額の上限設定を提供。

安⼼サービスフルパック

提供サービス
p 安⼼サービスパックの提供サービスすべて

p 以下の何れかを選択可能
p 経営⾰新計画の申請書作成⽀援

p 成功報酬額の上限を2,000,000円とする

提供価格

250,000円/年 （２年⽬以降は、150,000円/年 での契約となります。）

※ご契約⽉から１年間の契約となります。その後、毎年１年ごとの契約となります。
※２年⽬以降は安⼼サービスパックと同じ⾦額となりますが、安⼼サービスフルパックの内容を提供します。
※安⼼サービスパックから安⼼サービスフルパックへの変更はできません。



オプションサービス② 17

個別サービス利⽤時の価格（初年度価格）

情報提供サービス（１回利⽤を想定） 25,000円
事業継続⼒強化計画申請⽀援 150,000円
Ｊグランツ登録⽀援 50,000円
申請書の提出代⾏サービス 単体提供は無し
採択後のフォローアップサービス 250,000円
経営⾰新計画申請⽀援 250,000円
合計 725,000円

安⼼サービスフルパックのご契約で上記すべてをご提供いたします。

725,000円 250,000円
最⼤約66%OFFです︕

申請額30,000,000円の補助⾦が採択できた場合の成功報酬⾦額

3,000,000円 2,000,000円
さらに約33%OFFとなります︕



お問い合わせ 18

本サービスのお問い合わせは、以下のいずれかよりお願いいたします。

Web https://www.hojyokin-migiude.info/

メール hojyokin-migiude@comrade-firm.co.jp

電話 0120-954-527

本資料はQRコードよりデータでダウンロードすることも可能です。
また、最新の補助⾦リストも⼊⼿できます。
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Appendix



【参考】利⽤サービス簡易診断 20

利⽤したい補助⾦・
助成⾦が決まっている

はい

いいえ
どのサービスを利⽤すればいいのか診断いたします。

情報提供サービス
（無料／有料）

P4へ

その補助⾦の申請額は
1,500万円以上である

or
申請要件に中⼩企業施策の
認定が必須である

安⼼サービスフルパック
P16へ

申請書作成サービス
P5へ

申請については、
丸っとお願いしたい︕

安⼼サービスパック
P14へ

申請書作成サービス
P5へ

申請書は⾃分で書く
ことができる

申請書レビューサービス
P7へ

申請書作成サービス
P5へ

採択後フォローアップ
サービス
P8へ

採択された場合



成功報酬については採択発表時に
ご請求させていただきます

【参考】補助⾦が振り込まれるまでの流れ 21

公
募
開
始

応
募
締
切

採
択
発
表

交
付
決
定

事
業
完
了

確
定
検
査

補
助
⾦
振
込

申請書
作成

交付申請書
作成

補助事業実施

中間報告書 作成
補助⾦請求

購⼊設備の発注等、補助事業への
着⼿は交付決定後になります。
これより前に開始したものは補助
対象になりません。

事業完了⽇までにすべての
取り組み（機械設置、お⾦の
振り込み等）を終えなければ
補助対象になりません。

完了報告書
作成

補助⾦を申請する際は、補助事業が交付決定⽇から事業完了⽇までにすべて完了することができるもので
あるかどうかを必ず事前にご確認ください。

＜⼀般的な流れ＞



【参考】主な⽀援実績⼀覧 22
＜国が実施する補助⾦・助成⾦＞

◇R03年度補正予算 事業再構築補助⾦
◇R03年度補正予算 ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進補助⾦
◇R03年度補正予算 IT導⼊補助⾦(サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業)
◇R03年度補正予算 ⼩規模事業者持続化補助⾦
◇R03年度補正予算 事業承継補助⾦

◇R02年度補正予算 事業再構築補助⾦
◇R02年度補正予算 ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進補助⾦
◇R02年度補正予算 IT導⼊補助⾦(サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業)
◇R02年度補正予算 ⼩規模事業者持続化補助⾦
◇R02年度補正予算 事業承継補助⾦
◇R02年度補正予算 JAPANブランド育成⽀援等事業

◇R01年度補正予算 ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進補助⾦
◇R01年度補正予算 IT導⼊補助⾦(サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業)
◇R01年度補正予算 ⼩規模事業者持続化補助⾦
◇R01年度補正予算 事業承継補助⾦

◇H30年度補正予算 ものづくり・商業・サービス⽣産性向上促進補助⾦
◇H30年度補正予算 IT導⼊補助⾦(サービス等⽣産性向上IT導⼊⽀援事業)
◇H30年度補正予算 ⼩規模事業者持続化補助⾦

◇H29年度補正予算 ものづくり・商業・サービス経営⼒向上⽀援補助⾦
◇H29年度補正予算 事業承継補助⾦
◇H29年度補正予算 ⼩規模事業者持続化補助⾦

◇H29年度当初予算 事業承継補助⾦
◇H28年度補正予算 ものづくり・商業・サービス新展開⽀援補助⾦
◇H28年度補正予算 サービス等⽣産性向上ＩＴ導⼊⽀援事業
◇H28年度補正予算 ⼩規模事業者持続化補助⾦
◇H28年度当初予算 戦略的基盤技術⾼度化⽀援事業
◇H28年度当初予算 創業・第⼆創業促進補助⾦

◇H27年度補正予算 ものづくり・商業・サービス新展開⽀援補助⾦
◇H27年度補正予算 ⼩規模事業者持続化補助⾦
◇H27年度当初予算 創業補助⾦

◇H26年度補正予算 ものづくり補助⾦
◇H26年度補正予算 創業補助⾦
◇H26年度補正予算 ⼩規模事業者持続化補助⾦
◇H26年度補正予算 先端課題対応型ベンチャー事業化⽀援等事業

◇H25年度補正予算 ⼩規模事業者持続化補助⾦
◇H25年度補正予算 ものづくり補助⾦
◇H25年度補正予算 創業補助⾦：海外需要
◇H25年度補正予算 創業補助⾦：地域需要
◇H25年度当初予算 ⼩規模事業者活性化補助⾦

◇H24年度補正予算 ものづくり補助⾦

※その他、補助⾦審査員なども歴任しています。 ※記載の補助⾦以外にも⽀援実績があるものもございます。

＜都道府県、市区町村等が実施する補助⾦・助成⾦＞

◇R03年度東京都中⼩企業振興公社 市場開拓助成事業
◇R03年度神奈川県 中⼩企業・⼩規模企業感染対策事業費補助⾦

◇R02年度東京都中⼩企業振興公社 市場開拓助成事業
◇R02年度東京都中⼩企業振興公社 中⼩企業等による感染症対策助成事業
◇R02年度東京都中⼩企業振興公社 新型コロナウイルス感染症緊急対策投資⽀援事業

◇R01年度東京都中⼩企業振興公社 ⾰新的事業展開設備投資⽀援事業

◇H31年度東京都中⼩企業振興公社 ⾰新的サービスの事業化⽀援事業
◇H31年度東京都中⼩企業振興公社 新製品・新技術開発助成事業

◇H30年度東京都中⼩企業振興公社 新製品・新技術開発助成事業
◇H30年度東京都中⼩企業振興公社 ⾰新的事業展開設備投資⽀援事業
◇H30年度東京都中⼩企業振興公社 商店街起業・承継⽀援事業

◇H29年度東京都中⼩企業振興公社 次世代イノベーション創出プロジェクト2020
◇H29年度東京都中⼩企業振興公社 先進的防災技術実⽤化⽀援事業
◇H29年度東京都中⼩企業振興公社 創業助成事業
◇H29年度東京都中⼩企業振興公社 ⾰新的事業展開設備投資⽀援事業
◇H29年度東京都中⼩企業振興公社 ⾰新的サービスの事業化⽀援事業
◇H29年度東京都中⼩企業振興公社 製品開発着⼿⽀援助成事業
◇H29年度東京都中⼩企業振興公社 新製品・新技術開発助成事業

◇H28年度東京都中⼩企業振興公社 展⽰会等出展⽀援事業
◇H28年度東京都中⼩企業振興公社 製品改良・規格等適合化⽀援事業
◇H28年度東京都中⼩企業振興公社 新製品・新技術開発助成事業

◇H27年度東京都福祉保健財団 東京⼦育て応援事業
◇H27年度東京都中⼩企業振興公社 創業助成⾦
◇H27年度東京都中⼩企業振興公社 試作品等顧客ニーズ評価・改良⽀援助成事業
◇H27年度東京都中⼩企業振興公社 新製品・新技術開発助成事業

◇H26年度東京都中⼩企業振興公社 海外特許取得助成⾦

◇H25年度東京都中⼩企業振興公社 新製品・新技術開発助成事業
◇H25年度千葉県産業振興センター ものづくり助成⾦
◇H25年度三菱UFJ技術育成財団 研究開発助成⾦

※主要なもののみ記載しています。

合計 3,000,000,000円を超える資⾦調達の⽀援実績

認定⽀援機関検索システムより中⼩企業庁公式発表の
「認定⽀援機関」としての実績をご覧いただけます。



【参考】⽀援事例① 23

業 種 はん⽤機械器具製造業（従業員数1５名 / 神奈川県）

テーマ 新商品開発のための設備投資

補助⾦額
平成29年度補正予算 6,000,000 円

平成30年度補正予算 10,000,000 円

補助⾦名
平成29年度補正予算 ものづくり補助⾦

平成30年度補正予算 ものづくり補助⾦

対象経費
平成29年度補正予算 ＮＣ旋盤の購⼊費

平成30年度補正予算 マシニングセンタの購⼊費

利⽤サービス 申請書作成サービス + 安⼼サービスパック

2年連続
採択︕



【参考】⽀援事例② 24

業 種 ⾦属加⼯業（従業員数５名 / 愛知県）

テーマ 新商品開発のための設備投資

補助⾦額 10,000,000 円

補助⾦名 平成29年度補正予算 ものづくり補助⾦

対象経費 ⾦属加⼯⽤プレス機の購⼊費

利⽤サービス 申請書作成サービス + 安⼼サービスパック



【参考】⽀援事例③ 25

⾷料品製造業（従業員数１３名 / ⻑崎県）

テーマ 新製造ラインの構築

補助⾦額 10,000,000 円

補助⾦名 平成29年度補正予算 ものづくり補助⾦

対象経費 ⾷料品の製造ライン⼀式の購⼊費

利⽤サービス 申請書作成サービス + 安⼼サービスパック

業 種



【参考】⽀援事例④ 26

アパレル製造業（従業員数３名 / 東京都）

テーマ 新商品開発のための設備投資

補助⾦額 約 3,000,000 円

補助⾦名 平成29年度補正予算 ものづくり補助⾦

対象経費 ミシン等の加⼯設備、新商品の⾦型の購⼊費

利⽤サービス 申請書作成サービス + 安⼼サービスパック

業 種



【参考】⽀援事例⑤ 27

⻭科医院（従業員数１０名 / 東京都）

テーマ ⾼度な⻭科医療サービス提供のための設備投資

補助⾦額 約 5,000,000 円

補助⾦名 平成29年度補正予算 ものづくり補助⾦

対象経費 マイクロスコープ等の購⼊費

利⽤サービス 申請書作成サービス + 安⼼サービスパック

業 種



【参考】⽀援事例⑥ 28

マニュアル制作業（従業員数１３０名 / 愛知県）

テーマ 新規サービスの⽴ち上げ

補助⾦額 1,500,000 円

補助⾦名 平成29年度補正予算 事業承継補助⾦

対象経費 新規サービス⽴上げに必要な⼈件費、広報費等

利⽤サービス 申請書作成サービス + 安⼼サービスパック

業 種



【参考】⽀援事例⑦ 29

情報処理・提供サービス業（従業員数５名 / 東京都）

テーマ 新サービスの開発・提供

補助⾦額 約 20,000,000 円

補助⾦名
平成31年度東京都予算

⾰新的サービスの事業化⽀援事業

対象経費 新サービス開発に必要な外注費、⼈件費、マーケティング費

利⽤サービス 申請書作成サービス + 安⼼サービスパック

業 種



【参考】⽀援事例⑧ 30

システム開発（従業員数１０名 / 東京都）

テーマ 新製品の開発（ロボットの試作開発）

補助⾦額 約 10,000,000 円

補助⾦名 平成30年度東京都予算 新製品・新技術開発助成事業

対象経費 ロボットの試作開発に必要な⼈件費、原材料費、外注費等

利⽤サービス 申請書作成サービス

業 種



【参考】⽀援事例⑨ 31

産廃処理業（従業員数100名 / 東京都）

テーマ 新たな処理施設のための設備投資

補助⾦額 約 40,000,000 円

補助⾦名 平成30年度東京都予算 ⾰新的事業展開設備投資⽀援事業

対象経費 処理施設に導⼊する設備の購⼊費

利⽤サービス 申請書作成サービス ＋ 採択後フォローアップサービス

業 種



【参考】サービス利⽤者の声 32

別の補助⾦では不採択となったのですが、同じテーマでＣＦＪさん
にお任せすることで無事に採択することができました。
迅速丁寧、わかりやすく対応していただき、安⼼してお任せするこ
とができました。ものづくり補助⾦の採択を受けたことで、これか
ら新製品の開発を進めていくことができます。

アパレル製造業（東京都）

ＣＦＪ様より、ものづくり補助⾦申請に関し、アドバイス等を
いただき２年連続して採択を受けることができました。
短い時間で弊社の実施したい内容をくみ取っていただき、⼿間なく
申請書を作成することができました。
中⼩企業の私たちにとって⾮常に⼤きな⼒となっています。

⾷品製造業（和歌⼭県）

⾃分たちだけで申請書を作成していたら書けなかっただろう観点を
⽀援の中でアドバイスいただけ、採択に⼤きく近づけました。
また、ＣＦＪさんは完全成功報酬で対応いただけるということでし
たので、採択されなかった場合のリスクはなく安⼼してお願いする
ことができました。本⾳をいうと、初めての挑戦で採択は難しいだ
ろうと考えていたので、採択されて正直びっくりしています（笑）

種苗製造業（⻑野県）



【参考】よくあるご質問 33

Q. 申請書はどこまで書いてもらえるのでしょうか。

A. ヒアリングした結果をもとに弊社で作成し、提出できる状態で納品いたします。

Q. 全く何もしなくても申請書を作ってもらえるのでしょうか。

A. 主体は事業者様ですので弊社からの問いかけに対して検討いただくことはたくさん
ございます。また、⼀部書類などの作成をお願いする場合もございます。

Q. 成功報酬が発⽣するのはどのタイミングでしょうか。

A. 採択が決定した際にご請求書をお送りさせいただきます。

Q. 採択決定後に「安⼼サービスパック」に⼊ることはできますか。

A. 「安⼼サービスパック」は、補助⾦申請前にお⼊りいただく必要があるため、
採択決定後の加⼊はできません。「安⼼サービスフルパック」も同様です。

Q. 採択率はどれくらいですか。

A. 補助⾦や年度ごとに違うため⼀概には⾔えませんが、近年は平均すると
６０％〜７０％くらいとなっています。

※ものづくり補助⾦では採択率９０％以上となっています。



【参考】会社概要 34

会社名 株式会社コムラッドファームジャパン（Comrade Firm Japan, Inc.）

本 社 〒101-0051
東京都千代⽥区神⽥神保町１１３ CONVEX神保町 ２階

連絡先 MAIL︓info@comrade-firm.co.jp TEL︓03-6261-5351 FAX︓03-6261-5352
Web ︓https://www.comrade-firm.co.jp/

役 員 代表取締役 平阪 靖規（中⼩企業診断⼠）
取締役 加藤 直 （中⼩企業診断⼠）

事業内容 １. 中⼩企業向けコンサルティング事業

２. ⼈材育成・セミナー企画運営事業

３. コンサルタント育成事業

所属コンサルタント
所属コンサルタントは全員「中⼩企業診断⼠」の有資格者
正社員︓１２名、業務委託︓１名 ※2022年3⽉1⽇現在

経営理念 ともに学び、ともに創る



【参考】ＣＦＪのその他サービス 35

各サービスの詳細は以下よりダウンロード可能です。



ともに学び、ともに創る

関東財務局・関東経済産業局認定
経営⾰新等認定⽀援機関

経済産業省認定
認定情報処理⽀援機関
経済産業省登録
登録M＆A⽀援機関


