
サービス等生産性向上IT導入支援事業

最大
平成28年度第2次補正予算で100億円の補助事業が実施され、
生産性向上を目的としたITツールの導入において、
最大100万円の補助金交付が受けられます。

IT導入支援補助金活用ガイド

二次募集
スタート



項目 内容

所轄官庁 経済産業省

補助金総額 100億円（補正予算） ※一次分も含む

補助対象者 中小企業、小規模事業者

補助金の対象 事前登録されたパッケージソフト・サービス導入費

補助額 案件総額の3分の2（下限20万、上限100万円）

補助申請回数 補助事業者毎に１回（補助事業者毎に生産性を測るため）

交付申請書受付 受付期間：2017年3月31日（金）～6月30日（金）17時まで

事業実施期間
交付決定日以後～平成29年9月29日（金）
※上記期間内に導入および支払いを完了してください。

完了報告期間
事業完了日から起算して30日を経過した日又は
平成29年9月29日（金）のいずれか早い日まで。

サービス等生産性向上IT導入支援事業とは？

サービス等生産性向上IT導入支援事業は、中小企業・小規模事業者等がITツール（ソフトウエア、サービ

ス等）を導入する経費の一部を補助することで、中小企業・小規模事業者等の生産性の向上を図ること

を目的としています。

中小企業・小規模事業者等が行う生産性向上に係る計画の策定や補助金申請手続等について、ITベ

ンダー・サービス事業者、専門家等の支援を得ることで、目的の着実な達成を推進する制度となっております。

概要

補助対象商品例

販売管理システム「スーパーカクテル」シリーズ、業種別基幹システム「Usolia」シリーズ、

データ分析ツール、伝票発行・EOS・EDI等販売管理支援ツール、人事・給与・会計システム、

顧客管理システム、福祉施設向けシステム、他

適用商品は事前にIT業者からの登録が必要です。登録商品のご確認は内田洋行IT
ソリューションズまでお気軽にお問合わせ下さい。

①パッケージソフトの本体価格 / ②クラウドサービスの導入・初期費用

③クラウドサービスに於ける契約記載の運用開始（導入）から1年分のサービス利用料・ライセンス・

アカウント料金

④パッケージソフトのインストールに関する費用 / ⑤ミドルウェアのインストール費用

⑥動作確認費用

⑦ITツール導入に伴う教育・操作指導・事業計画に関わるコンサル費

※関連会社、取引会社への説明会費用などは対象外

⑧契約記載の運用開始日から1年分の問合せ＆サポート保守費用 / ⑨社内外ＨＰ作成費

⑩1年間のWEBサーバー利用料（既存HP更新、改修は対象外）

補助の対象

※記載内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

二次
募集



注1：「内田洋行IT導入支援コンソーシアム」はIT導入支援事業者として登録された複数社による団体です。
注2：申請や報告については、IT導入支援事業者にてサポートいたします。
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補助金申請～交付の流れ（2次公募）

【重要】ITツールの購入・導入は補助金交付の決定後となります。

※交付申請には添付書類として、履歴事項全部証明書（発行から3ヶ月以内のもの）が必要となります。

※後年報告として交付申請時に設定した「労働生産性」または「独自の参考指標」の数値が交付申請

時の計画数値と比較してどのような結果となったか、実績の数値の報告が必要です。

申請期間（二次公募は3月30日～6月30日17時まで）内にIT導入支援事業者を通じて申

請を行います。後日事務局より交付が決定し、納入期限が決定されます。

製品サービスが導入されると先に導入業者へ導入費用の支払いが必要となります。

その後実績報告を行い、補助金が交付されます。



実質500,000円

一式1,500,000円

（総額の2/3）

＜製品構成＞

・スーパーカクテルデュオ V8.1 スタンドアロン

・スーパーカクテルデュオ販売環境設定

・スーパーカクテルデュオ販売操作指導

内田洋行ITソリューションズお薦め 補助金対象商品

商品構成例①

日々の販売管理業務を効率化したい！

『スーパーカクテルデュオスタンドアロン導入パック』

補助金1,000,000円交付

実質1,000,000円

一式2,000,000円

（限度額100万円）

＜製品構成＞

・スーパーカクテルデュオFOODs V8.1 生産業務オプション

・スーパーカクテルデュオFOODs環境設定

・スーパーカクテルデュオFOODs操作指導

商品構成例②

『スーパーカクテルデュオFOODS生産管理導入パック』

補助金1,000,000円交付

柔軟なカスタマイズ性で幅広い業種・業務にフィットする、中堅中小企業の為の販売管理
ソフトウェアのベストセラー。

食品製造の生産管理業務を効率化したい！

※価格はあくまで参考価格です。商品構成等により変動いたします。

※ハードウェアは補助金の対象外です。別途ご用意して頂く必要がある場合がございます。

受注、生産予定、予定在庫情報を収集し、適正在庫を維持するための生産計画を立案。

さらに標準原価と実績原価を収集、比較する事で適正な販売単価、製造単価をチェック。



内田洋行ITソリューションズお薦め 補助金対象商品

※価格はあくまで参考価格です。商品構成等により変動いたします。

※ハードウェアは補助金の対象外です。別途ご用意して頂く必要がある場合がございます。

会計と給与の業務を効率化したい！

実質360,000円

一式1,080,000円

（総額の2/3）

＜製品構成＞

・勘定奉行 i10

・給与奉行 i10

・奉行i10シリーズ・インストール・設定・操作指導

商品構成例③

『勘定・給与奉行i10導入パック』

補助金 720,000円交付

会計業務と給与業務の効率化を支援。

顧客管理を効率化したい！

実質400,000円

一式1,200,000円

（総額の2/3）

＜製品構成＞

・顧客大臣NX

商品構成例④

『顧客大臣NX』

補助金 800,000円交付

顧客マスターにきめ細やかな条件設定ができ、目的の顧客情報を素早く検索。

顧客データを様々な角度から活用できます。 これからの顧客管理業務を的確・

迅速にサポートいたします。



内田洋行ITソリューションズお薦め 補助金対象商品

※価格はあくまで参考価格です。商品構成等により変動いたします。

※ハードウェアは補助金の対象外です。別途ご用意して頂く必要がある場合がございます。

福祉施設の記録業務を効率化したい！

実質500,000円

一式1,500,000円

（総額の2/3）

＜製品構成＞

・絆高齢者介護施設基本Ⅰ

・絆高齢者介護居宅基本Ⅰ

・絆サーバ設定

・絆データベース設定

商品構成例⑤

『絆高齢者介護基本システムサーバパック』

補助金 1,000,000円交付

請求機能・利用者の顧客管理により、事務処理時間削減

福祉施設の会計業務を効率化したい！

実質300,000円

一式900,000円

（総額の2/3）

＜製品構成＞

・福祉大臣NX Super

・作業経費コース 作業経費Bコース

・導入指導コース 基本コース[Bコース]

・DMSS Cコース

・プリンター設定代行コース

プリンター設定代行（1台）

商品構成例⑥

『福祉大臣NX Super一式』

補助金 600,000円交付



申請期間は？

申請すれば必ず交付されるの？

補助対象商品を知りたい。

他の補助金との併用は？

パソコンなどの周辺機器も対象？

クラウドのサービスは対象外？

初期導入費用および1年分のクラウドサービス等の利用料が補助金の対象として認めら

れます。条件として導入時に1年分を一括でお支払して頂く必要がございます。

一次公募は2月28日で終了いたしました。二次公募は3月31日から6月30日17時までとなっ

ております。また、交付の決定は7月中旬頃になる予定です。

交付申請してから事務局による審査があります。また、IT導入支援事業予算（100億円）

がなくなり次第終了となります。二次募集では応募多数となることが想定され、審査が厳

しくなる事も考えられます。

補助の対象となるソフトウェアは登録制となっており、随時更新されます。現在対象と

なっていない商品も申請により認可を受けることもできますので、内田洋行ITソリュー

ションズまでお問合わせ下さい。

IT導入補助金を利用する場合は他の補助金との併用はできません。

また、IT導入補助金の利用は1回限りとなります。

補助金の対象となるのは、パッケージソフトやソフト・サービスとなり、ハードウェア

は含まれません。

補助金はいつ出るの？

IT導入支援事業が完了後、審査を受けてからの補助金交付となります。一次公募分の交

付の時期は2017年7月中旬頃予定。二次公募分は未定です。

IT導入補助金 FAQ

申請には何が必要？

申請には履歴事項全部証明書、交付申請書、事業計画書などが必要となってきます。

詳しくは内田洋行ITソリューションズまでお問合わせ下さい。

どうやって申請するの？

IT導入補助金の申請は、補助事業者（お客様）から申請に必要な情報を収集し、内田洋

行ITソリューションズが「交付申請」を代行いたします。申請をお悩みの方はお気軽に

内田洋行ITソリューションズまでお問合わせ下さい。



本 社 〒105-0004 

所 在 地 東京都港区新橋6-1-11 Daiwa御成門ビル

資 本 金 4億6000万円

事 業 所 東京 札幌 仙台 新潟 静岡 名古屋 金沢 大阪 他全21拠点

会 社 設 立 1969年3月8日

社 員 数 591名 / 2016年7月現在

代 表 者 代表取締役 社長執行役員 新家 俊英

お問合わせ

株式会社 内田洋行ITソリューションズ 企画部 営業推進課

〒105-0004 東京都港区新橋６丁目１番１１号 Daiwa御成門ビル

TEL：03-5777-5315 FAX：03-5777-6693 

会社概要


