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1. ＩＴツールとは
ＩＴツールの定義
労働生産性とは
経費区分および補助率・補助上限・下限額

ＩＴツールの申請期間
ＩＴツールの登録方法
ＩＴツールの区分と内容
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1

ＩＴツールとは

ＩＴツールの定義

1

ＩＴツールとは、システム化が不十分な業務分野に導入されるソフトウェアと、関連するオプション、
役務からなり、補助事業者の労働生産性向上に資するものとします。

1

ＩＴツールとは

労働生産性とは

２

労働生産性は、以下の数式で算出します。
労働生産性＝
粗利（売上－売上原価）
従業員数✕年間の勤務時間平均（１人あたり）
売上の向上、経費や労働時間が削減されることで生産性の向上が見込まれます。

1

ＩＴツールとは

３

経費区分および補助率・補助上限・下限額

補助対象経費区分

ソフトウェア費、導入関連費

補助率

１／２以内

Ａ類型 上限額：１５０万円未満 下限額：４０万円
補助上限額・下限額
Ｂ類型 上限額：４５０万円

下限額：１５０万円以上

（※）補助金は、補助事業者に対し、事務局より直接支払います。

（※）補助金額の１円未満は切り捨てとします。

1

ＩＴツールとは

４

ＩＴツールの申請期間

２０１９年４月１９日（金） ～ 終了時期は本事業のホームページにて公開

1

ＩＴツールとは

５

ＩＴツールの登録方法

ＩＴ導入支援事業者は、本補助金の申請にあたり補助対象経費となるＩＴツールを事前に登録しなけ
ればなりません。
ＩＴ導入支援事業者によって申請されたＩＴツールは、外部有識者と外部審査委員会によって審査が
行われ、登録の採否を決定します。
ＩＴ導入支援事業者として採択を受けても、ＩＴツールの登録が完了していない場合には、
ＩＴ導入支援事業者としての活動を開始することはできません。
Info

２０１８年度事業において登録されたＩＴツールの基本情報を検索・引用して活用いただけます。
ＩＴツール情報の入力は,ＩＴ導入支援事業者情報の登録申請後、採択を待たずに行うことができます。
ＩＴツールの審査結果については、ＩＴ導入支援事業者の採否が出るまで発表されません。
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ＩＴツールとは

ＩＴツールの区分と内容

６

Point!

補助対象となるＩＴツールは「ソフトウェア」「オプション」「役務」の３つに区分さ
れます。
８つの業務プロセス・効率化プロセス・汎用プロセスに対応するＩＴツール
と、それに関連するオプションや役務を組み合わせて導入し活用することで、
抜本的な生産性向上を図ります。また、補助対象となるＩＴツールは、補助
事業者の事業拡大と業務の効率化に貢献することを目的として、複数のプロ
セスに対応することが望まれます。

点ではな
く面での
生産性向
上を！

ソフトウェア
効率化
パッケージ

業務パッケージ

汎用
パッケージ

８つの業務プロセス
①顧客対応・
販売支援

⑤業種固有
プロセス
（実行系）

②決済・債権
債務・資金回
収管理

③調達・供給・
在庫・物流

⑥業種固有
プロセス
（支援系）

⑦会計・財務・
資産・経営

④人材配置
⑨自動化・
分析

⑩汎用

⑧総務・人事･
給与・労務

※８つの業務プロセスのうちいずれかの導入が必須

役務

機能拡張

データ連携
ツール

セキュリティ
製品

ホームページ
関連費

導入コンサル
ティング

導入設定・マ
ニュアル作
成・導入研修

保守サポート

※交付申請時に必要となるプロセス数は以下の通り
A類型：業務プロセスと効率化プロセス・汎用プロセスから２つ以上
ただし、業務プロセスから１つ以上は必須

B類型：業務プロセスと効率化プロセス・汎用プロセスから５つ以上
ただし、業務プロセスから３つ以上は必須
尚、ＩＴツールを複数組み合わせて申請することができます。

プロセスの組み合わせについてはＰ１７「ＩＴツールの組み合わせについて」を参照ください。
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ＩＴツールとは

６

ＩＴツールの区分と内容

■ ソフトウェア
Point!

ソフトウェアは、オンプレミス版・クラウド版のパッケージソフトウェアとし、「業務
パッケージ」「効率化パッケージ」「汎用パッケージ」の3種類からなります。

パッケージ
ソフトが対
象です！

パッケージソフトウェアとは、製品として機能など仕様が完成しているものをい
います。顧客の要件に合わせて開発するものは対象となりません。また、特定の
業務に限定されないユーティリティーパッケージ、ミドルウェアパッケージなど
はオプション（機能拡張）として申請してください。

業務パッケージとは
パッケージ化の企画段階に際して、対象となる「業種」を定め、「業務範囲」と「業務機能」など
を明確に定義して開発されたソフトウェア製品をいいます。
業務パッケージは８つの業務プロセスに対応し、特定の業務機能をシステム化するソフトウェアで
あり、本補助金申請の主体となるものです。

効率化パッケージとは
特定の業種や業務に限定されず、他のパッケージ製品の高度な連携や自動実行を実現したり、高度
な解析・分析の機能を持った専用パッケージ製品です。
業務パッケージとは独立した製品で、ＲＰＡやＢＩ、ＢＰ分析、作業工程分析などが該当します。
※ＲＰＡ・・・Robotic Process Automation
ＢＩ・・・・Business Intelligence
ＢＰ分析・・Business Process Analysis

汎用パッケージとは
効率化パッケージと同様、特定の業種や業務に限定されず（業務性を持たず）、広範囲に適用が可
能な専用パッケージ製品を指します。
業務パッケージとは独立した製品であり、表計算・ワープロ・簡易データベースやメール、グルー
プウェア製品などが該当します。

カスタマイズの範囲について
パッケージソフトウェア(仕様が確定している)が補助対象です。
過去に特定の顧客向けに開発したプログラムに一部改修をして販売をするようなケースはカスタマイズの範囲では
なく、一部スクラッチ開発とみなします。
また、半完成品(SIコア)もITツールとして登録できません。
パッケージソフトを導入するにあたり、顧客業務に合わせたパラメータ等設定は対象ですが、プログラム内部の
コードを書き換えるなどの変更は対象外です。
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ＩＴツールの区分と内容

６

Point!

ＩＴツール（ソフトウェア）は、各業種における業務プロセス及び、効率化プロセス・汎
用プロセス（下記１０要素に大別）の何れかに対応することになります。

【ＩＴツール（ソフトウェア）のプロセス対応表】

種別

P コード

業務プロセス

プロセス名

P-01

顧客対応・販売支援

P-02

決済・債権債務・資金回収管理

P-03

調達・供給・在庫・物流

P-04

人材配置

P-05

業種固有プロセス（実行系）

P-06

業種固有プロセス（支援系）

P-07

会計・財務・資産・経営

P-08

総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効 P-09

自動化・分析

汎用プロセス

汎 P-10

汎用

Point!

プロセスを選択する際の注意点
ＩＴツールはプロセスに1つ以上対応していれば登録が可能です。
ＩＴツールが対応するプロセスの選択に際しては、ＩＴツールが持っている本来
のプロセスを選択してください。
ソフトウェア
自体が対応す
るプロセスを
連携先のオプションが有する機能や、導入によって持たされる２次効果など
登録！
を対応するプロセスとして評価をすることはできません。
※注意
プロセスはどの業務部門をカバーするかで選択してください！

【プロセス表の例】
番号

日本産業分類コード

業種

での代表例

種別

Pコード

プロセス名

該当する機能例
外国人対応

農P-01

①顧客対応・販売支援

農P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

農P-03

③調達・供給・在庫・物流

農P-04

④人材配置

農P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

農P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

マーケティングツール、コミュニケーション管理、問合せ管理、予約受付管理
商談管理（提案、見積、契約、受注）、営業行動支援
取引先管理(協同組合、契約市場、仲卸)、顧客管理(協同組合、契約市場、仲卸）
決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
発注・仕入・買掛・支払管理
POSレジ会計、売上・請求・売掛・回収管理、採算管理（原価計算）
仕入先管理(肥料、農薬、機材器具、資材、飼料)
在庫管理(商品、商材、肥料、農薬、飼料)
流通管理、納品管理

業務プロセス

1

農業・林業・漁業

シフト組み
生産管理、収穫・出荷管理、個体管理（血統、日齢、出荷日、治療等）、飼育・体調

A農業，林業
B漁業

管理（牛、豚、鳥、他）
作業日報管理(作業実績、作業履歴)
設備・資産管理(農地、植生情報、漁船、農耕機械、運搬車輌、機材器具、保守履歴、
ローン)
行政報告書管理、証明書発行

業務機能に対する付随機能としてワークフローや分析機能が付
加されているソフトウェアがあります。
例えばＳＦＡにワークフローと分析機能が備わっている場合、
プロセスとしてはP-01顧客対応・販売支援に該当し、
汎P-10汎用には該当しません。

予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、教育、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア

※対応するプロセス内の機能群を保有する

効P-09自動化・分析と汎P-10汎用を付与できるものは
それ専門のソフトウェアのみです。
プロセスの選択間違えがある場合は登録となりませんので、
くれぐれもご注意ください。

各業種のプロセスについてはＰ３８を参照ください。
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ＩＴツールとは

６

ＩＴツールの区分と内容

Point!

導入部門
で考えてく
ださい！

登録するＩＴツールがどのプロセスに対応するものかを判断し、プロセスを選択して
いただきます。
プロセス選択の際に導入する部門を想定しながら選択してください。
各プロセスがどの部門で利用されるソフトウェアであるか、下記の表を参考に
してください。

１．パッケージソフトに対して、プロセス選択をする際の注意点

プロセスP-01～P-06に対応する業務パッケージソフトについて
Pコード

プロセス名

対象となる部門とパッケージソフトウェア例

P-01

①顧客対応・販売支援

主に営業部門等で利用するソフトウェアが該当します。
SFAやCRMなど、契約前の顧客や商談の醸成段階で、営業活動の履歴管理や目標達成度など進捗管
理を行ったり、営業部門の活動を見える化する業務パッケージソフトが該当します。
また、見込み顧客に対して行動を起こすソフト（マーケティングオートメーション）もこのプロセ
スに該当します。

P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

主に営業部門と購買部門などが利用するソフトウェアが該当します。
B2C事業者向けの決済（レジ等）ソフトはここに入ります。
B2B事業者向けであれば、売上・売掛から回収までを管理するソフトが該当します。
売上と仕入等コスト情報を集約し管理する採算管理（原価計算）や資金管理も入ります。
債権債務の管理（売掛・入金管理と買掛・支払い管理）が該当します。

P-03

③調達・供給・在庫・物流

主に在庫管理部門、物流部門、倉庫部門が利用するソフトウェアが該当しま
す。
商品や材料部品の仕入れとその在庫管理、商品・製品の出荷から納品まで、物流業務を管理
するソフトウェアが該当します。

P-04

④人材配置

主に業務部門または現場の管理者が利用するソフトウェアが該当します。
要員のスキルや勤務条件を入力することで、自動でシフト組みをする高度なソフトウェアが
該当します。
主に人手でシフトを作成し管理する類のソフトウェアは該当しません。

P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

業種特有の職務機能部門が利用するソフトウェアが該当します。
業務固有プロセス【実行系】は、その業種の根幹となる事業のソフトウェアが該当します。
その為P-05とP-06の内容は各業種で異なります。

P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

業種特有の職務機能部門が利用するソフトウェアが該当します。
業務固有プロセス【支援系】は、【実行系】のライン業務をフォローするスタッフ業務に対
応するソフトウェアが該当します。
設備や車両などのインフラ情報管理や工程情報管理などが該当します。
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ＩＴツールとは

６

ＩＴツールの区分と内容

プロセスのP-07～P-08に対応する業務パッケージソフトについて
Pコード

プロセス名

対象となる部門とパッケージソフトウェア例

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

主に経理・財務・経営企画部門が利用するソフトウェアが該当します。
一般的な会計ソフト(財務・税務など)が該当します。
経費精算ツールなども、会計ソフトへのデータ準備ソフトとしてここに該当します。

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

主に総務・人事・労務部門が利用するソフトウェアが該当します。
人事管理(採用・処遇・評価・退職)ソフト、労務管理(給与・社保国保計算、36協定など)ソ
フトが該当します。
単なる勤怠データを扱うだけのものは、労務管理ソフトのオプションと位置付けます。
IT部門などで利用するIT資産管理ソフトもここに該当します。

以上の例で、業務パッケージソフトに対応するプロセスは「対象となる部門」と
いう考え方に立つと判断しやすくなるかと思います。
また、プロセス選択において、
【P-01～P06】と、【P-07～P-08】のグループにまたがって
同時に選択される業務パッケージソフトは、ERP以外は基本的にありません。

プロセスのP-09に対応する効率化パッケージソフトと
P-10に対応する汎用パッケージソフトについて
Pコード

プロセス名

対象となる部門とパッケージソフトウェア例

効P-09

⑨自動化・分析

プロセスP-01～P-08に対応する業務をIT化するに際して、同時に導入することでその業務
の自動化・効率化を強化促進するソフトが該当です。
RPAの場合はソフトウェア本体がここに該当し、シナリオ作成代行費はオプションの扱いに
なります。
機械設備などから情報を自動で収集し管理するIoTも該当します。
P-01～P-08対応の業務パッケージで、分析機能を有するソフトがありますが、付帯機能と
して扱いますので追加のプロセスは選択できません。
効率化・分析に該当するソフトは、独立した専用パッケージソフトを指します。

9

汎P-10

⑩汎用

文書証憑管理やワークフロー、グループウエアなど、独立した専用パッケージソフトを指し
ます。
尚、経費精算や勤怠申請などで承認機能(ワークフロー)付きのソフトは該当しません。

プロセス選択において、【業務プロセス（P-01～P-08）】と、
【効率化プロセス（P-09）または汎用プロセス（P-10）】が
同時に選択されることも原則ありません。
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ＩＴツール登録の手引き

1

ＩＴツールとは

６

ＩＴツールの区分と内容

■ オプション
Point!

ソフトウェアの導入に伴い、必要となる製品で「機能拡張」「データ連携ツール」「セ
キュリティ製品」「ホームページ関連費」からなります。

機能拡張とは
「業務パッケージ」の機能を拡張するソフトウェアや、「効率化パッケージ」や「汎用パッケー
ジ」を特定業務向けに設定するテンプレート等、以下のようなものが該当します。
⚫ フォーマット変換、バックアップ、ファイル管理などのユーティリティ
⚫ Ｗｅｂサーバ、ＤＢサーバ、システム運用などのミドルウェア
⚫ 業務テンプレート(マクロ／ＶＢＡ等の生成物など)

データ連携ツールとは
「業務パッケージ」同士のデータ連携を行うソフトで、ＥＡＩ製品などが該当します。
※ＥＡＩ・・・Enterprise Application Integrationの略

セキュリティ製品とは
ＰＣやソフトウェアの保護、データを暗号化することにより保護するソフトウェア製品、認証・監
視システムなどが対象となります。
監査・診断・監視・運用などのサービスは「役務」で登録してください。

ホームページ関連費とは
サイト閲覧者と双方向のコミュニケーション機能を持つホームページは、オプションの扱いとなり
ます。一方通行の情報発信をするホームページは、当補助金の対象となりません。

具体的な対象となるもの、ならないものの例示はＰ１６を参照してください
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ＩＴツール登録の手引き

1

ＩＴツールとは

ＩＴツールの区分と内容

６

■ ホームページ関連費注意事項
Point!

ホームページは、業務パッケージとの有機的な連携によって直接売上に貢献をすることで、
本補助金の目的である業務プロセスの改善(業務の質の向上と効率化)に結びつくものと考
えます。その為ホームページ制作関連の経費は、業務パッケージと連携することを前提と
したものでなければなりません。

例１
【補助対象となるホームページの例】
双方向のやり取りが可能

ユーザー

業務パッケージソフトとの連携

ホームページ

パッケージソフト

オプションのホームページ関連費で登録が可能
例２
【補助対象とならないホームページの例】

一方通行の情報発信のみ

ユーザー

業務パッケージソフトとの連携がない

ホームページ

パッケージソフト

登録不可（補助対象外）
【例外について】
ホームページの中でもＥＣサイトについては顧客・販売・在庫管理など幅広い業務プロセスをカバーし、高
い生産性の向上を望めるものに限りソフトウェアとして登録が可能です。 その場合、プロセスの選択は保有
する機能を元に選択をしてください。
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ＩＴツール登録の手引き

1

ＩＴツールとは

ＩＴツールの区分と内容

６

■ ホームページ関連費注意事項（つづき）
その他ホームページ制作に関連した対象となるＩＴツールは以下の通りです。
役務関連

ＣＭＳ関連

ＨＰ、ＬＰの保守
費

マーケティング
代行費

ＳＥＯ対策費

ＣＭＳ利用料

フォーム作成
ツール・ＥＦＯ

本年度に申請するホー
ムページやＬＰに対す
る１年間の保守費が対
象。

本年度に申請するホー
ムページやＬＰに対す
るマーケティング代行
費に限る。
ＳＮＳ等の導入代行、
サポート、アカウント
利用料、１年間の運用
代行費用も対象となる。
マーケティングツール
についてはソフトウェ
アで登録が可能。

本年度に申請するホーム
ページやＬＰに対するＳ
ＥＯ対策費に限る。
ＳＥＯ対策ツールについ
てはソフトウェアでの登
録が可能。

ＣＭＳツールの購入費
用または１年間分の利
用料が対象。

フォーム作成ツール
の購入費用または１
年間分の利用料が対
象。

いずれにおいても、本年度に導入するホームページ・ＬＰ制作に付随するものが対象であり、
従来から保有しているホームページ・ＬＰに付随する関連費用は対象外。
また、ＥＣサイトを制作するにあたり利用するＣＭＳについては、ソフトウェアとしてＩＴツールを登録する際にその利用料も含める
こと。

Point!

ホームページ関連費は、それぞれを単体で登録するのではなく、予め導入するＩＴツールを
組み合わせてセット登録をしてください。

HP関連は
組み合せて
登録を！

例：ＩＴツール名
ＩＴツール概要

ホームページ制作ＳＥＯパック
導入後もメンテンスのしやすいWordPressでホームページを構築しま
す。デザインはベースとなるサンプル４種類からお選びいただけます。
導入後はご自身で更新をしていただくことが可能。
１年間のＳＥＯ対策についてサポートをいたします。
本ＩＴツールに含まれるもの・・・ホームページ制作費用・デザイン
費用、ＳＥＯ対策費用１年間分

ホームページ関連費において、１つにまとめたＩＴツールで申請いただきますが、交付決定を受けた場合、
組み合わせたサービスについてはすべて導入しなければなりません。

ＩＴツール名
「ホームページ制作
SEOパック」

提供してるホームペー
ジ関連サービス

CMS利
用料

CMS
利用料
SEO
対策費

ＩＴツール

EFO

HP制作

HP制作

Instagr
am運用
代行

12

カート
機能

LP制作
写真

SEO対
策費

組み合わせて
ＩＴツールを
登録する

Facebo
ok運用
代行

保守１
年分

デザイ
ン料

IT導入補助金2019

ＩＴツール登録の手引き

1

ＩＴツールとは

６

ＩＴツールの区分と内容

■ 役務
Point!

ソフトウェアの導入に伴って必要となる役務は補助対象であり「導入コンサルティング」
「導入設定・マニュアル作成・導入研修」「保守サポート」からなります。

導入コンサルティングとは
ソフトウェアを導入する際に発生するコンサルティングが該当します。
補助対象となるのは交付決定を受けた日以降に発注（契約）・納品されるものに限られる為、顧客
への提案段階に行うコンサルティング等は対象となりません。
また、ソフトウェアの導入とは関連のない、業務そのものに対するコンサルティングや経営全般に
ついてのコンサルティング等は対象外です。

導入設定・マニュアル作成・導入研修とは
インストール費用、動作確認の費用、マニュアル作成費用、操作指導等の教育費用などが該当しま
す。導入に伴う移動交通費や運搬費、宿泊費等は補助金の対象となりません。

保守サポート費とは
ソフトウェア、オプションの保守費が該当します。
ＩＴ導入支援事業者（コンソーシアムの場合は幹事社または構成員）から補助事業者に保守サポー
ト等が提供され、補助事業者からＩＴ導入支援事業者へ費用が支払われるものが対象となります。
ソフトウェアを納品した日から最大１年間分の保守費用が補助対象となります。
導入に伴う移動交通費や運搬費、宿泊費等は補助金の対象となりません。

【ＩＴツールの導入スケジュールの例】

×
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2.具体的なＩＴツール例
対象とならないＩＴツールの詳細
ＩＴツール対象・対象外早見表

IT導入補助金2019

ＩＴツール登録の手引き

2

具体的なＩＴツール例

1

対象とならないＩＴツールの詳細

Point!

ここでは対象とならない代表的なものを明示しています。
その他、審査によって本補助金のＩＴツールとして対象外と判断するものもあります。

1. ハードウェアのみまたはハードウェアを含むもの
ＰＯＳレジやデジタルサイネージなど、ハードウェアと一体で提供している場合や、切り分けが困難な場合は
補助対象となりません。また組み込み系ソフトウェアについても対象となりません。
2. ＰａａＳ、ＩａａＳ
ＰａａＳ、ＩａａＳは稼働環境の提供に当たるため対象となりません。
3. 恒常的に使用されないシステム
単発的に効果を発揮するものや、緊急的・単発的に使用するソフトウェアは対象となりません。
例／避難行動シミュレーター、災害対応エマージェンシーシステム、年金シミュレーション、電力監視システ
ム等
4. スクラッチ開発や大幅なカスタマイズ
ソフトウェアの内部に大幅な変更を加えるようなカスタマイズは対象となりません。
スクラッチ開発・一部スクラッチ開発も対象となりません。
過去の開発実績を基に他の顧客向けに再利用するケースも、部分的にスクラッチ開発となる為対象となりませ
ん。
5. 金額が変動するまたは無料の場合
ＩＴツールの登録申請時に、ＩＴツール費用（ソフトウェア、オプション、役務）を事前に見積もることがで
きないものは対象となりません。
例／従量課金制、成果報酬型、無料ソフト
6. 申請者が仕入れや提供するサービスに該当するものは対象外
販売する商品、サービスに直接的に補助金が支給される可能性があるものについては対象となりません。
例／仕入れとしてソフトウェアを購入するケース、商材の提供にあたるケース
7. 広告宣伝費を含むシステム
リスティング広告、ＰＰＣ、動画広告、ソーシャルメディア広告等の広告宣伝費は対象となりません。
8. 会員登録した利用者に情報提供するサービス
会員サイトに登録した利用者に対し情報提供を行うサービス等は対象となりません。
9. 教育、訓練、ストレス診断などを行うシステム
業務プロセスの改善に直接的な効果を見込めないため、社員教育や、技術習得、ストレス診断などは対象とな
りません。（学習支援事業等、それを業としている業種は除く）
10. 利用者が所有する資産やブランドの価値を高める目的のシステム
例：利用者の業務がＩＴ化されることが目的であり、利用者が提供する資産やサービスの価値を上げる
ことが目的ではありません。この様なケースに該当するＩＴツールは対象となりません。
11. 一方通行の情報発信を目的としたコンテンツ制作
一方通行の情報発信を目的としたホームページ制作、ＶＲ・ＡＲ用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コ
ンテンツ制作、コンテンツ配信管理システムは対象となりません。
12. リース・レンタル契約のソフトウェア
所有権が移転しない為、リース・レンタル契約はすべて対象となりません。

その他、Ｐ１６のＩＴツール対象・対象外早見表も参考ください。
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ＩＴツール登録の手引き

2
1

対象とならないＩＴツールとは
2.対象／対象外ＩＴツール

ＩＴツール対象・対象外早見表

２

ＩＴツールの対象・対象外の早見表は臨時更新をいたします。
最終更新日：2019/05/16
ＩＴツール対象・対象外早見表
ソフトウェア
対象となるもの

対象とならないもの

業務パッケージ／効率化パッケージ／汎用パッケージ

OS、ミドルウェア、ハードウェア

P45に記述する「業種・プロセス一覧」に該当する機能を有するソフトウェア
自動化・分析

フルスクラッチ開発

BI、RPA、IoT、BP分析、作業分析
汎用
表計算・ワープロ・簡易データベースやメール、グループウエア、ワークフロー、

SIコア製品（過去に他の顧客の為に開発したプログラムの再利用）

Saasのライブラリーソフト、テレビ会議システム
組み込み系ソフトウェア
PaaS、IaaS
一方通行の情報発信を目的としたホームページ制作
デジタルサイネージ等の表示機能・コンテンツ制作・コンテンツ管理システム
AR、VR用コンテンツ制作
教育・訓練・ストレス診断ツール（学習支援授業等、それを業としている業種は除
く）
恒常的に使用されないシステム
金額が変動するもの（従量課金制、成果報酬型、無料ソフト）
仕入れや提供するサービスに該当するもの
広告宣伝費を含むシステム
会員登録した利用者に情報を提供するシステム
利用者が所有する資産やブランドの価値を高める目的のシステム
利用者自身が使用する開発ツール（情報サービス業を除く）

オプション（機能拡張）
対象となるもの
PDF、OCR、クローラー（インターネット自動収集機能）

対象とならないもの
『SIコア』のカスタマイズ(不足部分スクラッチ開発)

オンラインストレージ（共同編集などの付加機能がついたものを含む）

過去に購入した製品に対する機能拡張製品

ミドルウェア・パッケージ（WEBサーバ、APPLサーバ、DBサーバ等）
業務テンプレート(マクロ/VBAの生成物)
業務パッケージの機能拡張モジュール
カスタマイズ用アドオン・プラグインソフト
ユーティリティ（フォーマット変換、バックアップ、ファイル管理等）
CTI

オプション（データ連携ツール）
対象となるもの

対象とならないもの

EAIパッケージ

過去に購入した製品に対するデータ連携ツール

CSVデータ・アップローダ(スクラッチ開発だが軽度)

オプション（セキュリティ）
対象となるもの
デスクトップ製品の暗号化

対象とならないもの
ハードウェアが含まれるセキュリティ製品

ファイアウォール
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ＩＴツール登録の手引き

2
1

対象とならないＩＴツールとは
2.対象／対象外ＩＴツール

ＩＴツール対象・対象外早見表

10
２

オプション（ホームページ関連費）
対象となるもの

対象とならないもの

ホームページ制作費、LP制作費（※双方向のやり取りが可能であることが条件）

広告出稿費、広告出稿代行費、広告運用費
従来から所有しているホームページに対する保守費、SEO対策費、マーケティング対

HP・LPの１年間分の保守費

策費

HP・LP制作に伴うマーケティング代行費
（Facebook/Twitter/Instagram /GoogleStreetView/Googleマイビジネス等の導

VR、ARコンテンツ制作費

入代行、サポート、アカウント利用料、1年分の運用代行費用等）
1年分のSEO対策費

デジタルサイネージに表示するコンテンツの制作費

CMS、EC用CMS

情報発信（一方向）だけのホームページ制作

フォーム作成ツール、EFO
カート機能（固定料金のみ）

役務（導入コンサルティング）
対象となるもの

対象とならないもの

マスター類の設定項目洗い出し

交付決定前の業務コンサルティング

パッケージ導入計画作成

交付決定前の導入コンサルティング

業務移行計画(並行稼動)作成

経営診断ツール分析作業(当補助金申請目的も含む)

教育計画作成

事業計画策定(当補助金申請目的も含む)

運用マニュアル策定

交付申請コンサルティング

新システム本稼動判定(検収)基準設定

ITツール選定作業

データ移行計画作成
復旧計画策定
カスタマイズ項目洗い出し
パッケージFit/Gap分析

役務（導入設定、マニュアル作成、導入研修）
対象となるもの

対象とならないもの

設定マニュアル(作業詳細内容)の作成

データ準備(新規作成)などの代行作業

研修資料作成、研修実施

過去に購入した製品に対する作業

CSVデータ・アップロード作業(既存データ対象)

交付申請事務代行

カスタマイズ作業
運用マニュアル作成(バックアップ、異常時対応)
RPAのシナリオ制作費

役務（保守・サポート）
対象となるもの

対象とならないもの

保守費用(方針と方法の説明を含む)

過去に購入した製品の保守・サポート(延長部分)
効果報告事務代行(伴走支援作業)
顧客常駐型(派遣契約)のサポート
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3.ＩＴツールと交付申請
ＩＴツールの組み合わせについて
プロセスの数え方、業種の選択
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ＩＴツール登録の手引き

3

ＩＴツールと交付申請

Point!

ＩＴツールの組み合わせについて

1

交付申請では、Ａ類型とＢ類型の２つの申請類型があります。
Ａ類型：業務プロセスと効率化プロセス・汎用プロセスから２つ以上
ただし、業務プロセスから１つ以上は必須
Ｂ類型：業務プロセスと効率化プロセス・汎用プロセスから５つ以上
ただし、業務プロセスから３つ以上は必須
尚、ＩＴツールを複数組み合わせて申請することができます。

申請型

業務プロセス

効率化プロセス

汎用プロセス

その他注意点

Ａ類型

最低１つ以上の
導入が必須

任意

任意

業務プロセスと効率化プロセス、
汎用プロセスを合わせて２つ以上
となることが必要

Ｂ類型

最低３つ以上の
導入が必須

任意

任意

業務プロセスと効率化プロセス、
汎用プロセスを合わせて５つ以上
となることが必要

Ａ類型の導入例
（上限額：１５０万円未満 下限額：４０万円）
効率化パッケージ/汎用パッケージが有する
効率化プロセス・汎用プロセス

業務パッケージソフトが有する８つの業務プロセス

①顧客対応・
販売支援

②決済・
債権債務・
資金回収管理

③調達・
供給・在庫・
物流

④人材配置

⑤業種固有
プロセス
（実行系）

⑥業種固有
プロセス
（支援系）

⑦会計・
財務・資産・
経営

⑧総務・
人事･給与・
労務

業務プロセスから最低１つ

⑨自動化・
分析

合計で最低２つ
以上で交付申請
が可能

⑩汎用

自動化・分
析・汎用を
一緒に導入
も可。

Ｂ類型の導入例
（上限額：４５０万円 下限額：１５０万円以上）
効率化パッケージ/汎用パッケージが有する
効率化プロセス・汎用プロセス

業務パッケージソフトが有する８つの業務プロセス

①顧客対応・
販売支援

②決済・
債権債務・
資金回収管理

③調達・
供給・在庫・
物流

④人材配置

⑤業種固有
プロセス
（実行系）

⑥業種固有
プロセス
（支援系）

⑦会計・
財務・資産・
経営

⑧総務・
人事･給与・
労務

業務プロセスから最低３つ

⑨自動化・
分析

合計で最低５つ
以上で交付申請
が可能

※尚、ＩＴツールの登録はプロセス１つから申請することが可能であり、
交付申請の際には、登録したＩＴツールを複数組み合せることができます。
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⑩汎用

自動化・分
析・汎用を
一緒に導入
も可。

IT導入補助金2019

ＩＴツール登録の手引き

3

ＩＴツールと交付申請

Point!

プロセスの数え方、業種の選択

1

プロセスのカウントについて。
交付申請のおいて複数のITツールを導入する場合、プロセスの数え方は何種類であるかで
カウントします。
これは、多面的に（複数の部門で）生産性向上を図ることを目的としており、例えば２つ
のITツールを導入することで結果3つの部門で生産性向上が望める場合、対応しているプロ
セスは３つであると判断します。

ITツールＡとITツールBの２つを導入。
それぞれの保有するプロセスは
ITツールA／P-02、P-03
ITツールB／P-01、P-02
に対応している場合

対応するプロセスは

P-01
ITツールＡ

ITツールB

P-02

P-01

P-02
P-03

P-02

P-03
の３つなります。

Point!

その他対応業種の選択について。
ITツールを登録いただく際、【代表業種】と【その他対応業種】の情報を入力いただきま
す。ここで選択された業種とプロセスはITツールの審査に活用します。
また、交付申請において申請者の業種が、購入するITツールに登録されている業種に
当てはまらなくても交付申請をすることが可能です。
ITツールの申請の際は、過剰に業種の選択を増やすことは審査の長期化を招きますので
実態に則した内容で申請してください。

ITツールＡ

代表業種
小売業
対応業種
卸売業

ITツールの対応する業種に関
係なくすべての業種の申請者
が申請可能です。
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4.ＩＴツールの登録方法
ＩＴツールの登録申請の注意点
ＩＴ事業者ポータルへのログイン
ＩＴツールの登録申請フロー

事務局からの通知について
ＩＴツールの登録画面
業種・プロセス一覧
審査の着目点
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ＩＴツール登録の手引き

4
Point!

ＩＴツールの登録方法

ＩＴツールの登録申請の注意点

1

• ＩＴツールはＩＴ事業者ポータルより申請をします。
• ＩＴ導入支援事業者が取り扱っている「ソフトウェア」「オプション」「役務」を事前に
ＩＴツールとして申請を行ってください。
• 「ソフトウェア」が未申請の状態で「オプション」「役務」を申請することはできません。
（「ソフトウェア」が登録済でなくとも、申請中であれば可能です。）
• 申請されたＩＴツールは外部有識者と外部審査委員会の評価を経て正式に登録されます。審
査には１０営業日程度かかります。ＩＴ導入支援事業者の事業者採択状況や追加情報の確認
や申請の差し戻し、その他審査状況によっては、回答を得てからの再開となり、審査期間が
延びることもありますのでご了承ください。
• ＩＴ導入支援事業者として登録申請中であってもＩＴツールの申請は可能ですが、ＩＴ導入
支援事業者の採否が出るまではＩＴツールの審査結果も公表されません。
• コンソーシアムの幹事社は構成員が申請するＩＴツールについても管理を行っていただく必
要があります。
• ＩＴツールの登録が完了していない場合は、ＩＴ導入支援事業者としての活動を開始するこ
とはできません。

4

ＩＴツールの登録方法

ＩＴ事業者ポータルへのログイン

2

ＩＴ事業者ポータルURL
https://www.it-hojo.jp

※パスワードを忘れた場合は「パスワードをお忘れの方はこちらか
ら」にお進みいただきパスワードの再設定を行ってください。

【ＩＴツール登録フロー図】
ＩＴ事業者ポータル

（
単
独
法
人
／
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
幹
事
社
）

Ｉ
Ｔ
導
入
支
援
事
業
者

ＩＴツール情報入力

ＩＴツールの登録申請

事務局にて内容確認
差し戻し（要訂正）

入力申請

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
構
成
員

審査結果までの目安は
受付日から10営業日程度

外部有識者による審査
差し戻し（要訂正）

外部審査委員会

登録

交付申請へ
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ホームページへの公開
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ＩＴツール登録の手引き

4

ＩＴツールの登録方法

ＩＴツールの登録申請フロー

３

ＩＴツールの新規登録から再申請、登録完了までの流れは以下のようになります。

【ＩＴツール登録申請フロー図】
差し戻し・修正・
取り下げ申請

新規申請

登録・
取り下げ
完了！

法人（単独）

コンソーシアム
幹事社

法人（単独）

法人（単独）

構成員

構成員

コンソーシアム
幹事社

コンソーシアム
幹事社

①
入
力
・
承
認
依
頼

①
入
力
・
申
請

✔
コンソーシアム
幹事社

③
差
し
戻
し

④
再
申
請
／
取
り
下
げ
申
請

内容確認

コンソーシアム
幹事社

③
差
し
戻
し

②
申
請

不備が無い場合⑤登録完了

④
修
正
・
承
認
依
頼

③
修
正
依
頼

内容確認

完了！

④
再
げ申
申請
請／
取
り
下

⑤
登
録
完
了
／
取
り
下
げ

構成員

下⑤
げ登
録
完
了
／
取
り
内容確認

コンソーシアム
幹事社

下⑤
げ登
録
完
了
／
取
り

事務局

①②ＩＴツールの入力・申請 ※コンソーシアムの構成員は幹事社からの承認後に申請可能となります。
③ 内容に不備・不明点がある場合は事務局から差し戻しをいたします。この時、ステータスは［要訂正］となります。
④ 指摘のあった箇所を修正のうえ事務局に再申請を行ってください。この時、ステータスは［再申請中］となります。
取り下げ申請を行った場合、ステータスは［取り下げ申請中］となります。
⑤ 外部有識者と外部審査委員会の評価を経て正式に登録が完了します。場合によっては再度差し戻し（③）、もしく
は取り下げ申請を行ってください。
登録が完了した場合のステータスは［登録済］、取り下げが完了した場合のステータスは［取り下げ］となります。
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ＩＴツール登録の手引き

4

ＩＴツールの登録方法

事務局からの通知について

４

Point!

審査の結果、ＩＴツールの内容について不明点がある場合はＩＴ事業者ポータル内の通信
欄または、お電話にて事務局より個別にご連絡をさせていただきます。内容をご確認いた
だき速やかにご対応をお願いします。
内容の修正、資料の追加提出もＩＴ事業者ポータルより行っていただきます。

ステータスの内訳
事務局審査中・・・申請が完了し、事務局による審査が行われている状態です。
要訂正・・・・・・事務局による審査が終了しています。指摘事項を修正し再申請をしてください。
再申請中・・・・・再申請が完了し、事務局による再審査が行われている状態です。
取り下げ申請中・・ＩＴツールの取り下げ申請が行われている状態です。
取り下げ・・・・・取り下げ申請が完了しています。
登録済・・・・・・ＩＴツールの登録が完了しています。

ステータス遷移
ＩＴツールのステータス欄で申請の進捗状況が確認できます。
ステータスは次のように遷移します。
①一時保存
ＩＴツール
申請前

②審査中

③要訂正

審査結果待ち

指摘事項あり

④再申請中
再審査中

⑤登録済
登録完了

ステータスが要訂正の場合のみ表示されます。
下記ステータスの場合のみ表示されます。
・事務局審査中
・要訂正

訂正画面へ遷移

取り下げ確認メッセージが表示されます。
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ＩＴツール登録の手引き

4

Point!

ＩＴツールの登録方法

４

事務局からの通知について

ステータスが変更された時、または通信欄に事務局からメッセージが届いた時は登録され
ているメールアドレスにお知らせが届きます。
すべてのメールは下記の宛先へ送られます。
・法人（単独）窓口担当者、コンソーシアム幹事社窓口担当者
・ＩＴツールの登録を行った担当者（サブユーザーや構成員ユーザー等）

ＩＴツール登録完了
ＩＴツールを申請いただいた後、審査を経て正式に登録が完了したことをメールでお知ら
せします。

要訂正
ＩＴツールを申請いただいた後、事務局の審査により追加確認事項がある場合、訂正をし
ていただく（要訂正）旨をメールでお知らせします。

取り下げ完了
登録済または申請中のＩＴツールを何らかの事情で取り下げ申請をされた場合、取り下げ
が完了した際にメールでお知らせします。

通信欄のお知らせ
事務局より通信欄にメッセージをお送りした場合にお知らせします。
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ＩＴツール登録の手引き

4
Point!

ＩＴツールの登録方法

ＩＴツールの登録画面

5

ＩＴツールの登録は、『ＩＴ事業者ポータル』から行ってください。
項目に沿って間違いの無いよう入力してください。

■ソフトウェア

ＩＴツール担当者情報（１画面目）

■法人（単独）
ＩＴツール登録担当者種別
「法人（単独）／コンソーシアム幹事社」を
選ぶと登録済の幹事社情報が表示されます。
事前に登録された情報を利用しない場合は
「その他連絡先」を選択してください。

■コンソーシアム幹事社の場合

1

ＩＴツール登録担当者種別
「法人（単独）／コンソーシアム幹事社」を
選ぶと登録済の幹事社情報が表示されます。
「コンソーシアム構成員から選択」を選ぶと
【検索】ボタンが表示され、登録済の構成員
情報から選択ができます。
事前に登録された情報を利用しない場合は
「その他連絡先」を選択してください。
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ＩＴツール登録の手引き

4

ＩＴツールの登録方法

5

ＩＴツールの登録画面

■コンソーシアム構成員の場合

ＩＴツール登録担当者種別
登録済の構成員情報が自動で表示されます。

■ソフトウェア

ＩＴツール登録に伴う要件確認・宣言事項（２画面目）

必ずすべての項目をよく読み、チェックを入れ
て先に進んでください。
全ての項目において確認が出来ない場合は
ＩＴツールの登録申請は行えません。
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ＩＴツール登録の手引き

4
Point!

ＩＴツールの登録方法

ＩＴツールの登録画面

5

平成２９年度登録事業者および平成３０年度移行登録（手続き中を含む）の事業者の方につきましては、
平成２９年度ＩＴ補助金で登録済のＩＴツールに限り、情報を引用し入力支援機能を活用することができ
ます。入力支援機能を利用した場合に自動で入力される項目については 引 印をご確認ください。

■ソフトウェア

ＩＴツール基本情報入力（３画面目）

1

入力支援機能を利用する場合
平成29年度ＩＴ補助金で登録されたＩＴツール
Ｎｏを入力し【引用】を押してください。
引用元となるＩＴツールを検索することも可能
です。
ＩＴツールＮｏ、ＩＴツール管理コード、ＩＴ
ツール名のいずれかを入力してください。（部
分一致可）
何も入力せずに【Go!】を押した場合は、検索結
果に平成２９年度の登録済ＩＴツールが全件表
示されます。
該当のＩＴツールＮｏを選択して下さい。

1
2

2

3

3
引

カテゴリー
カテゴリーを選択してください。

ＩＴツール管理コード
任意のコードをつけてください。（記号不可）
ＩＴツール名
製品名・サービス名を入力してください。記号
のみは不可です。
ＩＴツール開発ベンダー
自社製品か他社製品かを選択してください。
ＩＴツール開発ベンダー名
ソフトウェアの開発ベンダー名（メーカー名）
を入力してください。

4

利用形態
オンプレミスかクラウドかを選択してください。

4

開発元の製造番号
不明の場合には開発元にお尋ねください。
導入にかかる日数
目安の日数を入力してください。
導入にかかる作業（項目）内容
誰がどのような作業を行うのか、できるだけ詳
しくご記入ください。
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ＩＴツール登録の手引き

4

■ソフトウェア

ＩＴツールの登録方法

ＩＴツールの登録画面

5

ＩＴツール詳細情報入力（４画面目）

1
引

1

ＩＴツール概要（説明）
資料と合わせて特に重点的に審査しています。
機能内容、バージョン、仕様、サービス内容な
ど簡略化せずにできるだけ詳しく入力してくだ
さい。
公開用ＵＲＬ
ＩＴ導入補助金ホームページに掲載されるＵＲ
Ｌです。
ＩＴツールを説明する補足資料
審査用説明ＵＲＬ（自社ＨＰ）
機能の説明資料についてＵＲＬから添付資料の
いずれかを提出していただきます。どちらを提
出するか選択してください。
審査用説明ＵＲＬ（他社ＨＰ）
審査のため、申請内容を照合できる機能の説明
があるURLを入力してください。

２
2

1ライセンスあたりの販売参考価格（税抜）
１ライセンスあたりの価格を入力してください。
例）5ライセンス版３００，０００円の場合
１ライセンスあたり６０，０００円
本ＩＴツールの販売単価（税抜）
オプションや役務等を含まない、ソフトウエア
のみの販売価格を入力してください。
ボリュームにより単価が変わる場合はその最も
下限と上限金額を入力してください。
9,999,999円等の幅を持たせての記入は認めら
れません。
上記で選定した本ＩＴツール価格のライセンス
数
導入可能な最低ライセンス数を入力してくださ
い。※この項目は引用できません。
導入から1年間のランニングコスト（ソフトウェ
アを除く）（税抜）
製品を導入後、１年間のランニングコスト（製
品以外にかかる諸経費）を入力してください。
導入から2年目以降のランニングコスト（ソフト
ウェアをふくむ）（税抜）
製品を導入後、2年目以降に発生するランニング
コストを入力してください。

3
4
3

4

引

4
４

29

マスターファイル
ソフトウェアが保有するマスターファイル（台
帳）を入力してください。

自社が顧客へ導入した会社数
開発元ではなく、ＩＴ導入支援事業者が販売し
た実績数を入力してください。
販売を開始した日
開発元ではなく、ＩＴ導入支援事業者が販売を
開始した日を入力してください。

IT導入補助金2019

ＩＴツール登録の手引き

4

■ソフトウェア

ＩＴツールの登録方法

ＩＴツールの登録画面

5

ＩＴツール詳細情報入力（４画面目つづき）

５

５

引用元ＩＴツールＮｏ
ＴＬ２９から始まるＩＴツールＮｏを入力して
ください。

６

６

30

引用元ＩＴツール情報と変更箇所の申告
２．または３．を選んだ場合は別ウインドウが
開きます。変更箇所を入力してください。

IT導入補助金2019

ＩＴツール登録の手引き

4

■ソフトウェア

ＩＴツールの登録方法

ＩＴツールの登録画面

5

代表業種・業務プロセス（５画面目）

1

1

代表業種
登録するＩＴツールが活用できる代表的な業種
を20業種の中から選択をしてください。

2
2

保有する業務プロセス
選択した代表業種に対応するプロセスが表示さ
れます。
登録するＩＴツールが保有する機能がどのプロ
セスに効果を発揮するのか選択してください。
ＩＴツールが本来持っている機能に対応するプ
ロセスを選択してください。
連携先のオプションが有する機能や、導入に
よって持たされる２次効果などを保有プロセス
として評価をすることはできません。

3

3

全業種対応
選択がない場合は、次のページ以降では「全業
種対応」は表示されません。

プロセスについてはＰ３５業種・プロセス一覧
を参照ください。

31
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ＩＴツール登録の手引き

4

■ソフトウェア

ＩＴツールの登録方法

5

ＩＴツールの登録画面

業務プロセス機能の選択画面（６画面目）

1

1

2

2

32

その他対応する業種
代表業種以外にも、登録するＩＴツールが活用
できるその他対応可能な業種を選択してくださ
い。

保有する業務プロセス
選択したその他対応可能な業種が対応するプロ
セスが表示されます。
登録するＩＴツールが保有する機能がどのプロ
セスに効果を発揮するのか選択してください。

IT導入補助金2019

ＩＴツール登録の手引き

4

■共通

ＩＴツールの登録方法

5

ＩＴツールの登録画面

ＩＴツールの審査を行うにあたっての質問事項（７画面目）

ソフトウエアの登録申請のみ『ＩＴツールの審
査を行うにあたっての質問事項』が表示されま
す。質問にお答えください。

■共通

ＩＴツールの審査を行うにあたっての質問事項（８画面目）

審査資料を添付してください。
３ファイルまで添付できます。

33
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ＩＴツール登録の手引き

4

■共通

ＩＴツールの登録方法

ＩＴツールの登録画面

5

登録確認画面（９画面目）

コンソーシアム幹事社と構成員の場合のボタン

コンソーシアム幹事社の場合

構成員の場合

各ページタイトル横に修正ボタンがありますので、修正がある場合は、
【修正する】を押すと該当ページが表示されます。

確認・修正が済んだら、【申請】または
【承認依頼】ボタンを押して送信してく
ださい。

ユーザー種別により、表示されるボタンが異なります。

34
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ＩＴツール登録の手引き

4

■共通

5

ＩＴツールの登録方法

ＩＴツールの登録画面

登録完了画面（１０画面目）

■法人（単独）／コンソーシアム幹事社の場合

ＩＴ導入補助金事務局への登録申請の送信が終
了すると『ＩＴツール登録完了』画面が表示さ
れます。
続けてＩＴツールの登録申請作業を行う場合は、
【続けて登録】を押してください。

■構成員、サブユーザーの場合

コンソーシアム幹事社への登録依頼の送信が終
了すると『ＩＴツール登録完了』画面が表示さ
れます。
続けてＩＴツールの登録申請作業を行う場合は、
【続けて登録】を押してください。

35
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ＩＴツール登録の手引き

4
Point!

ＩＴツールの登録方法

ＩＴツールの登録画面

5

ソフトウェアに関連するオプション（機能拡張・データ連携ツール・セキュリティ製品・ホームページ関連
費）も合わせてＩＴツールとして登録することができます。
それぞれのカテゴリーに合わせて入力項目が異なりますが、基本はソフトウェアの入力と同様です。
既に導入済みのソフトウェア等に追加するためのオプションの登録は補助対象とはなりません

■オプション

ＩＴツール登録に詳細情報入力（４画面目）
『オプション』では、引用の機能をご利用いた
だけません。新規に入力してください。

1
1
2

2
3

3

4
4

ＩＴツール概要（説明）
資料と合わせて特に重点的に審査しています。
機能内容、バージョン、仕様、サービス内容な
ど簡略化せずにできるだけ詳しく入力してくだ
さい。
ＩＴツールを説明する補足資料
機能の説明資料についてＵＲＬから添付資料の
いずれかを提出していただきます。どちらを提
出するか選択してください。
審査用説明ＵＲＬ（自社ＨＰ）
審査用説明ＵＲＬ（他社ＨＰ）
審査のため、申請内容を照合できる機能の説明
があるURLを入力してください。
1ライセンスあたりの販売参考価格（税抜）
１ライセンスあたりの価格を入力してください。
例）５ライセンス版３００，０００円の場合
１ライセンスあたり６０，０００円
本ＩＴツールの販売単価（税抜）
オプション製品の販売価格を入力してください。
ボリュームにより単価が変わる場合は最下限額
と上限金額を入力してください。
上記で選定した本ＩＴツール価格のライセンス
数
導入可能な最低ライセンス数を入力してくださ
い。

5

5

※注意
ソフトウェアが未申請の状態で、オプション・役務の
申請はできません。
ソフトウェアを申請いただいたあとに改めてオプショ
ン・役務の申請を行ってください。

36

紐づくソフトウェアのＩＴツールＮｏ
どのソフトウェアのオプションなのか、紐づく
ＩＴツールＮｏを入力してください。
複数のソフトウェアに共通するものであれば、
全部のＩＴツールＮｏを【,】で区切ってくださ
い。

IT導入補助金2019

ＩＴツール登録の手引き

4
Point!

ＩＴツールの登録方法

ＩＴツールの登録画面

5

ソフトウェアに関連する役務（導入コンサルティング・導入設定・マニュアル作成・導入研修・保守サ
ポート）も合わせてＩＴツールとして登録することができます。
それぞれのカテゴリーに合わせて入力項目が異なりますが、基本はソフトウェアの入力と同様です。
既に導入済みのソフトウェア等に追加するための役務の登録は補助対象とはなりません

■役務

導入コンサルティング（３画面目）
『役務』では、引用の機能をご利用いただけません。
新規に入力してください。

コンサルティング実施者
社名／氏名／連絡先TEL／メールアドレス
コンサルティング実施者情報を入力してくださ
い

■役務

導入コンサルティング以外（４画面目）

ITツール概要（説明）
どの様なサービスを提供するのかできるだけ詳
細に入力してください。

※注意
ソフトウェアが未申請の状態で、オプション・役務の
申請はできません。
ソフトウェアを申請いただいたあとに改めてオプショ
ン・役務の申請を行ってください。

37
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ＩＴツール登録の手引き

4

６

ＩＴツールの登録方法

業種・プロセス一覧

業種ごとに定められたプロセスは下記の通りです。（2019/05/16更新）
番号

日本産業分類コード

業種

での代表例

種別

Pコード

プロセス名

該当する機能例

更新日

外国人対応
農P-01

①顧客対応・販売支援

マーケティングツール、コミュニケーション管理、問合せ管理、予約受付管理
商談管理（提案、見積、契約、受注）、営業行動支援
取引履歴管理（協同組合、契約市場、仲卸）
決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）

農P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

農P-03

③調達・供給・在庫・物流

農P-04

④人材配置

農P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

農P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

発注・仕入・買掛・支払管理
POSレジ会計、売上・請求・売掛・回収管理、採算管理（原価計算）
仕入先管理(肥料、農薬、機材器具、資材、飼料)

1

農業・林業・漁業

A農業，林業
B漁業

在庫管理(商品、商材、肥料、農薬、飼料)
流通管理、納品管理

業務プロセス

シフト組み
生産管理、収穫・出荷管理、個体管理（血統、日齢、出荷日、治療等）、飼育・体調管理（牛、豚、鳥、他）

作業日報管理(作業実績、作業履歴)
設備・資産管理(農地、植生情報、漁船、農耕機械、運搬車輌、機材器具、保守履歴、ローン)

行政報告書管理、証明書発行
予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応

建P-01

①顧客対応・販売支援

マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理
商談管理（製品企画、案件調査、提案、見積、契約、受注） 、営業行動支援
与信情報管理
決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）

D建設業

建P-02

06総合工事業

②決済・債権債務・資金回収管理

61一般土木建築工事業
63舗装工事業
65建築リフォーム工事業
07職別工事業

2

建設・土木業

業務プロセス
（業務パッケージソフ

仕入先・協力会社管理
建P-03

③調達・供給・在庫・物流

建P-04

④人材配置

72とび･土工･コンクリート工事業

建P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

75左官工事業
77塗装工事業

建P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

08設備工事業

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効P-09

⑨自動化・分析

汎P-10

⑩汎用

81電気工事業
7421建築設計業
7429その他の土木建築サービス業

在庫管理
流通管理、納品管理（電子納品）

ト）

71大工工事業

7422測量業

発注・仕入・買掛・支払管理
売上・請求・売掛・回収管理

62建築工事業

シフト組み
解析（測量、構造、地盤解析、点群データ、計画図作成、シミュレーション）
施工・工程管理（作業指示書、日報管理、写真管理、工期、資材、廃材処理、安全）
設計、積算（原価管理）、図面管理

5月13日

予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）

効率化プロセス
（効率化パッケージソ

分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）

フト）

汎用プロセス
（汎用パッケージソ

文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア

フト）

外国人対応
製P-01

①顧客対応・販売支援

製P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理
商談管理（製品企画、案件調査、提案、見積、契約、受注） 、営業行動支援
与信情報管理

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
E製造業
09食料品製造業

仕入先・協力会社管理

11繊維工業
12木材・木製品製造業
13家具・装備品製造業

3

製造業

発注・仕入・買掛・支払管理
売上・請求・売掛・回収管理、採算管理（原価計算）

10飲料・たばこ・飼料製造業

業務プロセス

14パルプ・紙・紙加工品製造業
15印刷・同関連業

製P-03

③調達・供給・在庫・物流

製P-04

④人材配置

製P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

製P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

在庫管理(商品、商材、入庫、出庫、返品、トレーサビリティ、棚卸、賞味期限管理）
流通管理（トレーサビリティ）、納品管理（電子納品）

16化学工業

シフト組み
生産技術（CAD/CAM/CAE、部品表/配合表、工程設計）

4月26日

現場管理（安全、作業進捗、納期、品質）、設備管理（稼動、保全）

5月13日

生産管理（生産計画、所要量計画、工程計画、実績把握）

17石油製品・石炭製品製造業
18プラスチック製品製造業

開発・設計（シミュレーション）

4月26日

専用開発ツール（組版、デザインツール）

19ゴム製品製造業
2184石工品製造業

予算統制、経営計画立案、予算原価策定

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

情P-01

①顧客対応・販売支援

情P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

情P-03

③調達・供給・在庫・物流

情P-04

④人材配置

シフト組み

情P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

専用開発ツール（ゲームエンジン、CMS、デザインツール、アプリ開発ツール、システム設計管理ツール、テストツール、コーディングツール）

情P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

プロジェクト台帳（契約額、実行予算、工程管理、要員割当て）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

743機械設計業

財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応
マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理
商談管理（製品企画、案件調査、提案、見積、契約、受注） 、営業行動支援
与信情報管理
決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
発注・仕入・買掛・支払管理
売上・請求・売掛・回収管理、採算管理（原価計算）

G情報通信業

4

情報サービス業

業務プロセス

39情報サービス業
40インターネット附随サービス業
41映像・音声・文字情報制作業

38

仕入先・協力会社管理
流通管理、納品管理

予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア

4月26日

IT導入補助金2019

ＩＴツール登録の手引き

4
番号

６

ＩＴツールの登録方法
業種

日本産業分類コード
での代表例

種別

Pコード

業種・プロセス一覧

プロセス名

該当する機能例

更新日

外国人対応
運P-01

①顧客対応・販売支援

運P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

運P-03

③調達・供給・在庫・物流

運P-04

④人材配置

運P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理
商談管理(提案、見積、契約、受注)、営業行動支援
与信情報管理

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
運賃計算・発注・仕入・買掛・支払管理
売上・請求・売掛・回収管理、採算管理（原価計算）
仕入先・協力会社管理
H運輸業，郵便業
43道路旅客運送業

5

運輸業

44道路貨物運送業

倉庫管理（入荷、出荷、在庫管理、棚卸、委託・受託在庫）
流通管理、納品管理、集荷、宅配

業務プロセス

シフト組み
運行管理（経路、運行計画、運転日報、走行履歴、位置情報、動態管理）

47倉庫業
48運輸に附帯するサービス業

4月26日

配車管理（配車計画、傭車手配）
委託・受託在庫管理

運P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

卸P-01

①顧客対応・販売支援

車両管理（点検、整備）
予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応
マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理
商談管理(提案、見積、契約、受注)、営業行動支援
与信情報管理

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
卸P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

卸P-03

③調達・供給・在庫・物流

卸P-04

④人材配置

卸P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

卸P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

小P-01

①顧客対応・販売支援

発注・仕入・買掛・支払管理
売上・請求・売掛・回収管理、採算管理（原価計算）
EDI

50各種商品卸売業
51繊維・衣服等卸売業

6

卸売業

仕入先管理
業務プロセス

在庫管理(商品・商材・入荷・出荷・返品・棚卸・賞味期限管理）
流通管理、納品管理（送り状・配送情報）、トレーサビリティ、小分け

52飲食料品卸売業
54機械器具卸売業
55その他の卸売業

シフト組み
輸出入管理(L/C・P/O・T/T・INV他)
MD支援（売れ筋把握、品揃管理、棚割管理、POP）
複数店舗・FC・代理店・販売店管理
予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応
マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理、営業行動支援
予約・受付管理
来店履歴、嗜好情報管理

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
小P-02

33電気業

②決済・債権債務・資金回収管理

34ガス業

56各種商品小売業

7

小売業

POSレジ会計、売上・請求・売掛・回収管理、採算管理（原価計算）
EDI

35熱供給業
37通信業

発注・仕入・買掛・支払管理

仕入先管理
小P-03

③調達・供給・在庫・物流

小P-04

④人材配置

シフト組み

小P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

MD支援（売れ筋把握、品揃管理、棚割管理、POP）

小P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

金P-01

①顧客対応・販売支援

業務プロセス

在庫管理(商品、商材、入庫、出庫、返品、トレーサビリティ、棚卸、賞味期限管理）
流通管理、納品管理（送り状・配送情報）

57織物・衣服・身の回り品小売業
58飲食料品小売業
59機械器具小売業
60その他の小売業
61無店舗小売業
611通信販売・訪問販売小売業

賞味期限管理、検品・廃棄管理、リスクアセスメント
標準商品規格書（作成、依頼・回収）
予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応
マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理
商談管理（提案、プラン設計、見積、受注）、営業行動支援
来店履歴、嗜好情報管理
決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）

金P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

金P-03

③調達・供給・在庫・物流

金P-04

④人材配置

金P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

金P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

発注・仕入・買掛・支払管理、保険金支払管理（支払処理、金融機関・収納代行等）
売上・請求・売掛・回収管理、採算管理（原価計算）、手数料管理

J金融業，保険業

8

保険・金融業

業務プロセス

62銀行業
67保険業

調達先管理、協力会社管理
納品管理
シフト組み
保険調査（損害・特殊）管理、査定積算
契約・満期管理
報告書管理
金融商品管理(商品カタログ、販促ガイド)
複数店舗・FC・代理店・販売店管理

39

予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア

4月26日

IT導入補助金2019

ＩＴツール登録の手引き

4

番号

6

ＩＴツールの登録方法

業種

日本産業分類コード
での代表例

種別

Pコード

業種・プロセス一覧

プロセス名

該当する機能例

更新日

外国人対応
不P-01

①顧客対応・販売支援

マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理、営業行動支援
予約・受付管理
来店履歴、嗜好情報管理

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
不P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

不P-03

③調達・供給・在庫・物流

発注・仕入・買掛・支払管理、支払管理（業者への支払予定管理、オーナー送金管理、総振、検針管理）

売上、売掛、採算管理（原価計算）、入金予定管理

業務プロセス

9

不動産業

不P-04

④人材配置

不P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

不P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

賃P-01

①顧客対応・販売支援

賃P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

68不動産取引業
69不動産賃貸業・管理業

仕入（売主）先（仕入交渉記録等）、土地・物件情報管理
物件情報管理(物件情報入力、間取り図制作、チラシ制作、マップ連動、動画・映像作成ツール、オウンドメディア・ペイドメディアとの連動)

シフト組み
査定、査定額管理
業者作業発注・指示・実績管理
契約管理(管理委託、契約、重説、更新、修繕、点検、原状回復)
オーナー管理(収支報告、入居状況報告、修繕点検手配、家主対応)
予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応
マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理
商談管理(提案、見積、契約、受注)、営業行動支援
与信情報管理

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
発注・仕入・買掛・支払管理
POSレジ会計、売上・請求・売掛・回収管理（レンタル、リース、日・月極）、採算管理（原価計算）、

仕入先管理
70物品賃貸業

10

物品賃貸業

賃P-03

③調達・供給・在庫・物流

賃P-04

④人材配置

シフト組み

賃P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

契約管理（リース・割賦・支払委託、保険、事故）

賃P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

機材・物件管理（メンテナンス計画・履歴、修理・整備・検査、稼働状況）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

専P-01

①顧客対応・販売支援

業務プロセス

在庫管理
流通管理、納品管理、入出庫・貸出・返却管理

7011総合リース業
704自動車賃貸業

予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応
マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理
商談管理(提案、見積、契約、受注)、営業行動支援
与信情報管理

721法律事務所，特許事務所

専P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

専P-03

③調達・供給・在庫・物流

専P-04

④人材配置

地家屋調査士事務所
723行政書士事務所

11

専門・技術サービ

専P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

ス業

発注・仕入・買掛・支払管理
売上・請求・売掛・回収管理、採算管理（原価計算）

722公証人役場，司法書士事務所，土

724公認会計士事務所，税理士事務所

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）

L学術研究，専門・技術サービス業

業務プロセス

725社会保険労務士事務所
726デザイン業
728経営コンサルタント業

協力会社管理（タスク・進捗管理、納期、品質管理、担当者）
流通管理、納品管理
シフト組み
獣医向けカルテ・ワクチン接種管理
専用開発ツール（デザインツール等）

4月26日

プロジェクト管理（案件、契約額、実行予算、工程管理、進捗管理、調査、相談分類、業務報告書作成）

7292翻訳業

専P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

宿P-01

①顧客対応・販売支援

7293通訳業，通訳案内業

実績管理(受託内容、判例、物件情報、他)
登記書類作成・管理

7294不動産鑑定業
73広告業
741獣医業

5月13日

予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応
マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理、営業行動支援、商談管理(提案、見積、契約、受注)

予約管理（施設・設備・備品予約）、受付（チェックイン、アウト、セルフチェックイン）

来店履歴、嗜好情報管理

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
フロント会計・その他会計連動（ルームサービス、冷蔵庫、ペイTV）

宿P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

宿P-03

③調達・供給・在庫・物流

宿P-04

④人材配置

シフト組み

宿P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

献立作成・管理、調理管理、宴会管理

宿P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

施設管理(風呂温度、入浴者数、電力量、自動監視、清掃管理、鍵管理）

発注・仕入・買掛・支払管理（食材・酒類飲料・他）、業者管理
POSレジ会計、売上・請求・売掛・回収管理、採算管理（原価計算）

業務プロセス

12

宿泊業

仕入先・委託先管理
在庫管理（リネン、食材、酒類飲料）、宿泊プラン策定・部屋残管理
納品管理

75宿泊業

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

40

予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア

4月26日
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ＩＴツール登録の手引き

4

番号

6

ＩＴツールの登録方法

業種

日本産業分類コード
での代表例

種別

Pコード

業種・プロセス一覧

プロセス名

該当する機能例

更新日

外国人対応
飲P-01

①顧客対応・販売支援

飲P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

飲P-03

③調達・供給・在庫・物流

飲P-04

④人材配置

飲P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

飲P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

生P-01

①顧客対応・販売支援

マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理、営業行動支援
予約・受付管理
来店履歴、嗜好情報管理

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
発注・仕入・買掛・支払管理（食材、酒類飲料、他）
POSレジ会計、売上・請求・回収管理、採算管理（原価計算）
仕入先・委託先管理
業務プロセス

13

飲食業

76飲食店
77持ち帰り・配達飲食サービス業

在庫管理（食材、酒類飲料、他）、棚卸管理
納品管理（日配、デリバリー、テイクアウト）
シフト組み
オーダーエントリー（配席、滞在時間、注文状況、客数、メニュー管理、担当）
レシピ管理（原料、調理工程、アレルギー、生産地管理）
複数店舗・FC管理
予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応
マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理、営業行動支援
予約・受付管理
来店履歴、嗜好情報管理

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
生P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

仕入先・委託先管理

78洗濯・理容・美容・浴場業
796冠婚葬祭業

14

発注・仕入・買掛・支払管理
POSレジ会計、売上・請求・回収管理、採算管理（原価計算）

N生活関連サービス業，娯楽業

業務プロセス

生P-03

③調達・供給・在庫・物流

在庫管理、保管・アセンブリ管理
流通管理（集荷・宅配）、納品管理（日配、デリバリー、テイクアウト）

生活関連サービス

791旅行業

業

796冠婚葬祭業

生P-04

④人材配置

シフト組み

80娯楽業

生P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

日程表、工程表、プラン作成

生P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

教P-01

①顧客対応・販売支援

8043ゴルフ場
8044ゴルフ練習場
8048フィットネスクラブ

施設管理(風呂温度、入浴者数、電力量、自動監視等、)
複数店舗・FC管理
予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応
マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理、営業行動支援
予約・受付管理
来店履歴、嗜好情報管理

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
教P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

教P-03

③調達・供給・在庫・物流

教P-04

④人材配置

教P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

教P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

医P-01

①顧客対応・販売支援

発注・仕入・買掛・支払管理
POSレジ会計、売上・請求・回収管理、採算管理（原価計算）
仕入先・委託先管理

O教育，学習支援業

15

教育・学習支援業

業務プロセス

在庫管理（教材・商材備品）
教材・商材納品管理（アナログ・デジタル）

81学校教育

講師・スタッフ管理（シフト作成、スキルタイプ・スキルレベル管理）、シフト組み
（実店舗向）教室・生徒管理（基本情報、受講進捗管理、生徒情報、面談記録、学習カルテ策定・管理、達成率分析、学習時間分析）

82その他の教育，学習支援業

（eラーニング向）生徒管理（利用率、動画視聴状況、受講進捗管理、達成率分析、学習時間分析

学習計画策定、学習進捗管理
スクールスケジュール管理、教室割当、出欠残席管理、設備・備品・施設利用管理
複数店舗・FC・代理店管理
予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応
予約管理（電話・ネット予約）、受付・問い合わせ管理
来院履歴

4月26日

電子薬歴

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
医P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

医P-03

③調達・供給・在庫・物流

医P-04

④人材配置

発注・仕入・買掛・支払管理
会計、レセプト、労災・自賠責請求、請求書管理、DPC請求
仕入先・委託先管理

83医療業

業務プロセス

84保健衛生

16

医療業

在庫管理（医薬品、衛生品、器具備品等)
医療品等納品管理
シフト組み
訪問診療管理（計画書・スケジュール・報告書作成、記録）

6032医薬品小売業

医P-05

6033調剤薬局

⑤業務固有プロセス（実行系）

診療管理（症状・処置・処方・経過・カルテ記録等）
入院情報管理（病棟・病床管理、食事・栄養管理）

医P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

医療デジタル画像管理・閲覧
対象者状態管理（顔認証画像解析、入退室管理、センサーによる睡眠、脈拍、呼吸等の健康状態管理）

予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア

（※）医療分野のデータ標準化に向けた取組みが進められていることを踏まえ、厚生労働省標準規格に基づいたデータの共有や二次利用を円滑に行うことが可能なものである必要がある。
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ＩＴツール登録の手引き

4
番号

6

ＩＴツールの登録方法
日本産業分類コード

業種

での代表例

種別

Pコード

業種・プロセス一覧
プロセス名

該当する機能例

更新日

外国人対応
介P-01

①顧客対応・販売支援

介P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理、営業行動支援
予約管理（電話・ネット予約）、受付・問い合わせ管理
利用希望者・待機者の管理

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
発注・仕入・買掛・支払管理
利用者請求、介護保険請求、債権管理、採算管理（原価計算／事業別・商品別等）
仕入先管理、委託先管理（外部社員・派遣会社管理、リネン業者管理、連携病院）
介P-03

③調達・供給・在庫・物流

在庫管理(リネン等)
福祉用具貸与管理（在庫状況・入庫・出庫・使用状況・レンタル状況の把握、開始月・終了月・日割月割割引率など）

介P-04

④人材配置

介P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

介P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

保P-01

①顧客対応・販売支援

保P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

保P-03

③調達・供給・在庫・物流

保P-04

④人材配置

保P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

業務プロセス

17

介護業

シフト組み
ケアプラン作成管理、サービス計画書策定・機能訓練計画策定管理、サービス担当者会議記録管理

85社会保険・社会福祉・介護事業

給食・栄養ケア計画・管理(調理、献立、栄養、衛生)
訪問診療管理（計画書・報告書作成、記録）、介護記録管理

5月13日

施設管理（居室・ベット・施設利用等施設に関連する管理）
老人福祉・社会福祉・介護事業に関する行政報告作成機能
対象者状態管理（顔認証画像解析、入退室管理、センサーによる睡眠、脈拍、呼吸等の健康状態管理）

予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応
マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理、営業行動支援
予約・受付管理
来所履歴、嗜好情報

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
発注・仕入・買掛・支払管理
売上・請求・売掛・回収管理、採算管理（原価計算）
仕入先・委託先管理
在庫管理(食材、鮮度管理、衛生記録、教材、用具、消耗品)
流通管理・納品管理（教材、各種関連用品等）
853児童福祉事業

18

保育業

業務プロセス

8531保育所
8539その他の児童福祉事業

シフト組み
保育教育計画策定管理
イベント企画、予定管理(遠足/運動会/消防訓練/他)
食育計画策定(献立・栄養価・アレルゲン管理)
保育日誌（生徒・保護者間コミュニケーション）
登降園管理、事故対応、送迎バス位置情報連絡

保P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

そP-01

①顧客対応・販売支援

園児状態管理（センサー・カメラ等による睡眠、呼吸等の健康状態管理）
行政報告作成、履歴管理、補助金申請
予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応
マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理
商談管理(提案、見積、契約、受注)、営業行動支援
与信管理

4月26日

決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
そP-02

②決済・債権債務・資金回収管理

仕入先・委託先管理

の）

そP-03

③調達・供給・在庫・物流

90機械等修理業

そP-04

④人材配置

シフト組み

91職業紹介・労働者派遣業

そP-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

作業進捗管理、整備、鈑金作業管理

そP-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

全P-01

①顧客対応・販売支援

全P-02

②決済・債権債務・資金回収管理

全P-03

③調達・供給・在庫・物流

全P-04

④人材配置

全P-05

⑤業務固有プロセス（実行系）

全P-06

⑥業務固有プロセス（支援系）

財P-07

⑦会計・財務・資産・経営

人P-08

⑧総務・人事・給与・労務

効率化プロセス

効P-09

⑨自動化・分析

汎用プロセス

汎P-10

⑩汎用

88廃棄物処理業
89自動車整備業

19

その他サービス業

発注・仕入・買掛・支払管理
売上・請求・売掛・回収管理、採算管理（原価計算）

Rサービス業（他に分類されないも

業務プロセス

9221ビルメンテナンス業
923警備業
9294コールセンター業

在庫管理（部品、その他）
流通管理、配車管理（経路、運行計画、配車計画）、納品管理

機材管理・車輛管理(メンテナンス計画、履歴、稼働状況)
行政報告書管理、許可証・証明書管理、契約書電子発行、マニュフェスト管理
予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア
外国人対応
マーケティング、コミュニケーション管理、問合せ管理
商談管理(提案、見積、契約、受注)、営業行動支援
与信管理
決済（カード・電子マネー・ポイント・QR・バーコード）
発注・仕入・買掛・支払管理
売上・請求・売掛・回収管理、採算管理（原価計算）
仕入先・委託先管理

20

上記に分類されな
い業種

C鉱業，採石業，砂利採取業

業務プロセス

F電気・ガス・熱供給・水道業
Q複合サービス事業
605燃料小売業

在庫管理
流通管理、納品管理

42

シフト組み
点検管理（ガス管等貸与設備）
供給量管理（ガスボンベ等）
施設・設備管理、インフラ整備
予算統制、経営計画立案、予算原価策定
財務会計、税務申告
人事、労務（勤怠申請・承認、労務管理）、給与、福利厚生、人事系法令手続
社内資産管理（器具、備品、ファシリティ、OA、IT資産等）
分析機能（BI)、自動処理（RPA）、自動情報収集（IoT）
文書証憑管理、ワークフロー、グループウエア、社内SNS、ビジネスチャットツール
業種・業務が限定されないソフトウェア

4月26日
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ＩＴツール登録の手引き

4
Point!

補助対象となるＩＴツール

7

審査の着目点

ＩＴ導入支援事業者から申請されたＩＴツールは、外部有識者と外部審査委員会の審査を経て正式な登
録となります。

審査の着目点は以下の通り
 労働生産性向上に寄与すること
 代表業種および、その他の対応業種の選択が妥当であること
 プロセス（機能）の選択が妥当であること（拡大解釈がないこと）
 １年目のＩＴツール費用と２年目以降のランニングコストが、市場価格を逸脱したものではないこと
 ＩＴツール(ソフトウェア)に、データ作成など代行サービスを含んでいないこと
 ＩＴツール(ソフトウェア)に、役務を含んでいないこと
 ハードウェアを含んでいないこと
 組込み系ソフトを含んでいないこと
 フルスクラッチ開発ではないこと、一部スクラッチ開発も含まないこと
 従量課金方式の料金体系を含んでいないこと
 広告宣伝費を含んでいないこと
 会員登録した利用者に対する情報提供サービスではないこと
 恒常的に使用されるシステムであること
 ＶＲ・ＡＲ用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、コンテンツ配信管理システムではないこと
 利用者が所有する資産やブランドの価値を高める目的のシステムではないこと

【審査フロー】

【審査期間】

外部有識者による評価

外部審査委員会

登録

審査期間は最低でも１０営業日程度いただいております。
審査の過程で登録申請内容について不明点があった場合
は、申請を一旦差し戻しさせていただき、内容の訂正を
お願いすることがございます。その場合は申請内容を修
正のうえ、再申請をお願いします。申請の差し戻しや修
正内容の確認、その他審査状況によっては審査期間が延
びることがございます。
また、ＩＴ導入支援事業者としての採否が決定するまで
は、ＩＴツールの審査結果も公表されませんので、ご了
承ください。

【登録情報について】
審査を経て登録済みとなったＩＴツールの情報は、ＩＴ導入補助金ホームページ内のＩＴ導入支援事業
者取扱ＩＴツール一覧に表示されます。
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5.よくある質問・お問い合わせ先
特に多い間違え
よくある質問
お問い合わせ先
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5

よくある質問・お問い合わせ先

1

特に多い間違え

ソフトウェアを登録するにあたり特に多い間違いです。
ＩＴ導入補助金２０１９は、昨年の制度から大きく変更(プロセスの導入等)とな
りました。
昨年の制度に基づいてITツールの申請をされたことが原因と思われる「不備」が
多発しております。ＩＴツールの申請において、判断し易い考え方や、間違えや
すいポイントを下記の通りです。

a. 業務プロセスと効率化プロセスまたは汎用プロセスが同時に選択されている。
原則一緒に選択されることはありません。
b. 昨年度の制度の考え方に基づいてプロセスを選択している。
昨年は「機能」ですが、本年度は「プロセス」です。
どの業務プロセスに対して生産性が向上するのかで判断します。
今一度ITツール登録要領とITツール登録の手引きを熟読してください。
よくある間違い例
顧客データを持ち、売上管理と納品の部門で活用している様なケースは
P-01に該当はしません。（顧客データを持っていることと顧客対応のプロセス
に対応するソフトウェアであることは、異なります）
c. 一見関係ない「業種」が選択されている。
介護業向けのソフトウェアであるにもかかわらず、卸売業が選択されている等。
d. 金額設定の根拠が不明。
ITツールの概要に説明もなく、異常に高額な金額設定がされている。
e. 本年度対象外の「ホームページ制作」が、業務パッケージ等のカテゴリーで申請
されている。
f. 昨年の登録ITツールのデータを引用して、更新がないまま申請されている。
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5

よくある質問・お問い合わせ先

1

よくある質問

◆質問と回答

質問①

回答①

質問②

回答②

質問③

ＩＴツールの登録要件を教えて下さい。

主な要件は、
・事務局に採択されたＩＴ導入支援事業者が取り扱う製品であること。
・補助事業者の生産性向上に寄与するＩＴツールであること。
・事務局が定める補助対象のＩＴツールであること。
です。詳細はＩＴツール登録要領をご参照ください。

ＩＴツールの審査は、どのように行われるのですか。

外部有識者と、外部審査委員会により審査が行われます。また、不明な点があった場合に
は、事務局より追加の資料等を求める場合があります。

ＩＴツールは申請からどれくらいの期間で登録されますか。

回答③

審査には１０営業日程度かかります。IT導入支援事業者の事業者採択状況や追加情
報の確認や申請の差し戻し、その他審査状況によっては、回答を得てからの再開となり、
審査期間が延びることもありますのでご了承ください。

質問④

ＩＴツールの登録締切期限はありますか。

回答④

ＩＴツールの登録締切はありますが、時期は未定です。後日ホームページで発表いたしま
す。

質問⑤

他のＩＴ導入支援事業者がＩＴツールとして登録済の製品を当社も登録申請することは
できますか。

回答⑤

取扱実績のある製品であればＩＴツールとして登録申請することができます。
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5

よくある質問・お問い合わせ先

1

よくある質問

◆質問と回答

質問⑥

回答⑥

ＩＴツールの登録情報で公開される範囲を教えてください。

以下の情報がホームページに公開されます。
・ＩＴツール名
・ＩＴツール概要
・公開用ＵＲＬ
・利用形態
・本ＩＴツールの販売単価（税抜）
・導入から１年間のランニングコスト（税抜）
・導入から２年目のランニングコスト（税抜）
・代表業種
・プロセス

質問⑦

ＩＴツールの申請後、事務局より確認・修正の依頼がきています。どのように対応したらよ
いですか。

回答⑦

不備内容や追加質問事項などは通信欄でご連絡いたします。内容をご確認いただき、不
備内容の修正または資料等を追加した上で再申請をしてください。また、事務局へのご連
絡事項についても通信欄をご利用いただけます。

質問⑧

ＩＴツールの申請を行いましたが、入力を間違ってしまいました。修正はできますか？

回答⑧

ＩＴツールの詳細画面に進んでいただき、通信欄より事務局までご連絡ください。
すでに審査が開始されている場合は修正ができない場合もあります。
審査終了後に申請を差し戻しますので、その際に情報の訂正をお願いします。

質問⑨

セキュリティソフトを一緒に導入します。保守費用も申請できますか？

回答⑨

申請できます。
セキュリティソフトに対する導入設定費用や保守費用も、オプションや機能拡張に登録が可
能です。
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5

よくある質問・お問い合わせ先

1

よくある質問

◆質問と回答

質問⑩

ハードウェアとソフトウェア一体型の商品を登録できますか。

回答⑩

ハードウェアは登録できません。ハードウエアと一体で提供している場合は、ソフトウェアのみ
を申請してください。また、組み込み系ソフトウェアも対象外です。

質問⑪

データベースソフトですが、顧客管理のためのテンプレートを一緒に提供する予定です。
登録できますか。

回答⑪

質問⑫

回答⑫

質問⑬

回答⑬

ＩＴツールとして登録が可能です。データベースソフトは汎用ソフトになりますので、ソフト
ウェア（汎用パッケージ）で登録をしてください。
業務テンプレートは別途オプション/機能拡張で登録をしてください。
交付申請の際にその2つのＩＴツールを選択（組み合せ）し、申請してください。
（受注後に顧客へヒアリングを行い業務テンプレートを制作する場合はスクラッチ開発と同
等と見倣され補助対象となりません）

CMSを使ってホームページを制作します。どのように登録をすればよいですか

まず、ホームページについては双方向のやり取りが可能であることが登録の条件となります。
どのような機能を備える予定であるか、ＩＴツールの概要に詳細に記述してください。
次に、ＩＴツールの登録の仕方ですが、本来はソフトウェアや役務についてはそれぞれ個別
に登録をしていただきますが、ホームページ関連のみ１つのＩＴツールにまとめていただきま
す。
この例ではホームページ制作とCMSの利用料を1つにまとめて登録してください。
ＩＴツールの概要にはなにが含まれているのかを詳細に記述してください。
１つにまとめたＩＴツールをそのまま交付申請でご利用いただくことになりますが、事前に登
録した組み合せ以外のものを導入することはできませんのでくれぐれもご注意ください。

CMSのみを販売します。登録はできますか。

オプション/ホームページ関連費に登録が可能です。
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5

よくある質問・お問い合わせ先

1

よくある質問

◆質問と回答

質問⑭

ホームページ制作とプロモーション費用をセットで提供しています。ＩＴツールに登録できま
すか。

回答⑭

広告出稿費、広告出稿代行費、広告運用費は対象ではないため、登録できません。
ホームページ制作のみをオプション/ホームページ関連費に登録してください。

質問⑮

ネットショップを開店するため、ショッピングモールに出店します。どのように登録をすればよい
ですか。

回答⑮

質問⑯

回答⑯

質問⑰

回答⑰

ショッピングモールは決済、在庫管理、売上管理などさまざまな機能を備えています。
保有する機能を合わせたプロセスを選択してください。
契約プランによって機能が異なる場合は、それぞれのプランを登録する必要があります。
例：12ヶ月出店・在庫管理機能付きプラン
12ヶ月出店・在庫・売上管理機能付きプラン

ホームページを導入するにあたり、自社でウェブマーケティングにも取り組みます。SEO対策
ソフトやマーケティングオートメーションソフトも対象になりますか。
対象になります。SEO対策ソフト、マーケティングオートメーションソフトはソフトウェアで登録
が可能です。そのソフトが保有する機能に合わせてプロセスを選択してください。
SEO対策サービスやマーケティング代行サービスなど役務サービスはオプション/ホームペー
ジ関連費に含めてください。

１ライセンスあたりの販売参考価格とはなにを入力すればよいかわかりません。

ソフトウェアの販売の仕方には１CAL版や５CAL版など様々です。
１ユーザーあたりの利用額を割り出して入力してください。
例えばソフトウェア料金が300,000円、５CAL版の場合、１ライセンスあたり60,000円
となります。
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5

よくある質問・お問い合わせ先

1

よくある質問

◆質問と回答

質問⑱

回答⑱

ＩＴツールの販売単価とはなにを入力すればよいですか。値引きをする可能性もあり、価
格が変動します。

例えば、ソフトウェア料金が300,000円（５CAL版）だった場合、300,000円と入力
していただきます。実際に導入するのが１０CALの場合、ソフトウェアを２つ導入することに
なりますので、交付申請の際に数量を（×２）と設定していただきます。
ＩＴツールの登録はあくまで部品登録のようなものであり、交付申請で数量と実際の導入
金額を設定していただくことになります。
値引き等を見越した金額設定を行ってください。
例：ＩＴツール登録時 ソフトウェア（５CAL版）250,000円～300,000円
交付申請時 ソフトウェア（５CAL版）×２ 交付申請額550,000円

質問⑲

回答⑲

質問⑳

回答⑳

導入から１年間・２年目以降のランニングコストの考え方を教えてください

オンプレミスの場合はソフトウェア本体費用は購入時のみしか発生せず、それ以降保守費
用などが必要となります。
その場合、1年目・2年目以降のランニングコストには保守費用を入力してください。
クラウドソフトの場合は、2年目以降も継続して利用する場合にソフトウェア利用料金が発
生する場合がほとんどです。1年目は0円、2年目以降はソフトウェア1年分となるケースが
ほとんどになるかと思います。

カテゴリーの選択を間違えました。

一時保存中であれば、「戻る」ボタンを押してカテゴリーを選択し直していただくか、
ＩＴツール検索後の一覧ページから、該当のＩＴツールを削除して新たに登録をし直して
ください。既に申請済であり、事務局の審査が始まっている場合は取り下げることができま
せん。
通信欄よりカテゴリーを誤った旨を事務局までご連絡ください。

質問㉑

リース契約は対象になりますか。

回答㉑

リース契約は、ファイナンス・リース、オペレーティング・リースともに対象となりません。
また、レンタル契約についても同様で、所有権が補助事業者に移転しないものは対象外と
なります。
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5

よくある質問・お問い合わせ先

2

よくある質問

◆質問と回答

質問㉒

回答㉒

カスタマイズの範囲を教えてください。

パッケージソフトウェア(仕様が確定している)が補助対象です。
過去に特定の顧客向けに開発したプログラムに一部改修をして販売をするようなケースは
カスタマイズの範囲ではなく、一部スクラッチ開発とみなします。
また、半完成品(SIコア)もITツールとして登録できません。
パッケージソフトを導入するにあたり、顧客業務に合わせたパラメータ等設定は対象ですが、
プログラム内部のコードを書き換えるなどの変更は対象外です。

質問㉓

回答㉓

質問㉔

回答㉔

ライセンスの金額がボリュームによって変わります。
どのように登録したら良いですか？

例えば、導入時には本体費用300,000円（1ライセンス含む）、追加ライセンスの購入
は1ライセンスあたり別途10,000円の費用がかかる製品の場合、
「ＩＴツールの販売単価（税抜）」は下限10,000円～上限300,000円と設定してくだ
さい。
本体（1ライセンス含む）+追加10ライセンスを購入する場合の交付申請では、
【登録したＩＴツール】を選択し、数量を10に設定してください。
このＩＴツールの場合、交付申請可能額は下限100,000円～上限3,000,000円とな
りますので、そのレンジの間の金額で交付申請を行ってください。

汎用ツールを登録します。
マスターファイルを持ち合わせていません。どのように入力すればよいですか？

汎用ツールや効率化ツールを登録する際は、マスターファイルを「なし」と記入してください。
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5

よくある質問・お問い合わせ先

2

そのほか、お問い合わせは下記連絡先までお願いいたします。
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【改定履歴】
2019/04/23

2019/05/16

P7 プロセスの選択に関する注意事項を追加
P13 リース・レンタル契約対象外を追記
P26 ITツールの登録について補足を追加
P12～P17 人P-08に含まれる教育を削除
P37 専門・技術サービス業の該当する機能例の誤植を訂正
P46 質問21を追記
P6 カスタマイズの範囲を追加
P7 プロセスを選択する際の注意点に補記
P8～P9 プロセス選択の注意点
P14 ITツール対象・対象外早見表を更新
P25 ③ITツール管理コード 記号不可を追記
P33 本ITツールの販売単価について誤植を訂正
P44 特に多い間違えを掲載
P50 質問22～24を追加
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