
株式会社千修｜IT導入補助金活用について



2. IT導入補助金申請に関して

3. IT導入補助金ECサイト立ち上げ編

1. IT導入補助金とは??



IT導入補助金とは??



IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する

経費の一部を補助することで、企業の業務効率化・売上アップをサポートするものです。

ツールや目的によって、通常枠(A・B類型)と低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)の2枠があ

り、それぞれで補助額や下限額・上限額が異なります。

C･D類型は、新型コロナウイルス感染症の状況に対応するビジネスモデルに転換するため、感染リスク

を低減する取り組み（非対面でもサービス提供など）をITツールを活用して取り組んだ場合には、通常

枠A･B類型より優先的に支援されるものです。

補助率は申請総額の2/1～2/3、30万円～450万円の費用が補助されます。

IT導入補助金とは??

引用:https://www.it-hojo.jp/overview/ 事業概要 | IT導入補助金

https://www.it-hojo.jp/overview/


IT導入補助金とは??

通常枠（A･B類型） 低感染リスク型ビジネス枠（特別枠：C･D類型）

補助率：1/2以内 補助率：2/3以内

上限額・下限額：30万円～150万円未満 上限額・下限額：150万円～450万円以下 上限額・下限額：30万円～450万円以下 上限額・下限額：30万円～150万円以下

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題や

ニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、企業

の業務効率化・売上アップをサポートするものです。

自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題

や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップと

いった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。

低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)は、新型コロナウイルス

感染症の流行が継続している中で、ポストコロナの状況に対応したビ

ジネスモデルへの転換に向けて、労働生産性の向上を目的とします。

また、感染リスクに繋がる業務上での対人接触の機会を低減するよう

な業務形態の非対面化に取り組む中小企業・小規模事業者等に対して、

A・B類型よりも補助率を引き上げて優先的に支援するものです。

引用:https://www.it-hojo.jp/overview/ 事業概要 | IT導入補助金

https://www.it-hojo.jp/overview/


IT導入補助金で解決できること！

定期的なルーチンワークが負担

悩み

01

解決するITツール

自動化・効率化ツール

どうやって解決？

定型処理作業をRPA等の自動化
ツールを利用し自動化。

担当者の負担を軽減します。

その他「対面営業をしていたがWEB発注に切り替える 」など
様々な業種・組織形態に対応し、自社の課題にあったITツールが導入できる！

顧客へのアプローチが
できていない

悩み

02

解決するITツール

マーケティング

どうやって解決？

さまざまな機能が付随する分析ツー
ル導入することで、マーケティン

グ・プロセスを変革。

顧客管理

勤怠管理をおこなえる
スタッフがいない

悩み

03

解決するITツール

スタッフ管理

どうやって解決？

非対面化と効率化の両方を実現する
ため、クラウドシステムを使ってス
タッフを管理できるツールを導入。



IT導入補助金
申請に関して



IT導入補助金 必要書類①

【法人の場合】

• SECURITY ACTIONの登録
• 履歴事項全部証明書
※交付申請日から遡って3ヶ月以内に発行されたもの

• 法人税の納税証明書(その1またはその2) 
都税・県税事務所ではなく、管轄税務署で取得
※直近のものに限定
※税務署の窓口で発行されたものに限定
※電子納税証明書は認められません

個人事業主の場合

• SECURITY ACTIONの登録

• 運転免許証または運転経歴証明書
または住民票
※住民票は交付申請日から遡って、 3ヶ月以内に発
行されているもの
※運転免許証は交付申請日が有効期限内であるもの
に限定
• 所得税の納税証明書(その1またはその2) 
※直近分のものに限定
※税務署の窓口で発行されたものに限定
• 所得税確定申告書
※直近分のものに限定
※税務署の受領印もしくは受信通知があるものに限
定



IT導入補助金 必要書類②

gBizIDプライムアカウントの取得

gBizIDとは、複数の行政サービスを1つのアカウントにより、利用することのできる認証システムです。
gBizIDにおいてアカウントを登録すると、このシステムにつながる行政サービスでの利用が可能となりま
す。 利用することのできる行政サービスについては、順次拡大を図っていきます。

https://gbiz-id.go.jp/top/ 

gBizIDプライムアカウント発行時の注意点

【法人の場合】 /【個人事業主の場合】
※記載事項のうち「部署名」欄に「IT導入補助金」という文言を記入し、部署名は記入せず、「IT導入補助
金」のみ記載ください。
※すでにgBizIDプライムアカウントをお持ちの方は必要ありません。

申請はこちら:https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show 
詳細はこちら:https://gbiz-id.go.jp/top/ 

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show
https://gbiz-id.go.jp/top/


IT導入補助金 申請・手続き流れ

引用元: https://www.it-hojo.jp/procedure/ (2021年7月19日) 

4ヶ月～6ヶ月

スムーズにご申請いただくために、早めの手続きをお勧めしております。



IT導入補助金 採択ポイント 採択・不採択の考えられる要因

 賃上げを計画している
 雇用の増大を計画している
 業務の非対面化を進めている
 早い段階で公募申請を行なっている
※採択されたお客様の共通点になります。

 申請マイページ内の不備
 創業1期未満

採用

不採用



事業を3年以上やっていること

前期の決算情報と前々期の決算情報が必要になるため。

補助金事務局によりますと、事業は1年からでも可能です。
※採択されたお客様の共通点になります。

申請マイページの不備をなくすこと

記入漏れや指定された添付資料に不備がないか、確認することで
採択率が上がります。

不備の例:3ヶ月以上前に発行した履歴事項全部証明書を添付し、申請する。
※採択されたお客様の共通点になります。

IT導入補助金 採択ポイント

詳しくは、こちら↓
https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_application_guidelines_tokubetsuwaku.pdf 

https://www.it-hojo.jp/r02/doc/pdf/r2_application_guidelines_tokubetsuwaku.pdf


IT導入補助金
ECサイト立ち上げ編



IT導入補助金2021 低感染リスク型ビジネス枠 要点まとめ

対象
新規EC構築に利用可能

補助率
2/3

補助金額
最大450万円

対象見積もり金額
40万～600万円

第5回申請期限
12月22日（水）17:00

申請準備期間
3週間～

業務の非対面化が申請条件に含まれます。
例）対面営業をしていたがＷＥＢ発注に切り替える

01 02 03

04 05 06



IT導入補助金を使ってECサイト構築する際の注意点!! 

① 既存サイトの改修ではつかえません。
新規ドメインを立ち上げた上での新規構築時のみ対象となります。
もし、既存サイトの改修であることを隠して虚偽申請をした場合、審査非通知だけでなく、
今後補助金を利用できない可能性がありますので、ご注意ください

② 弊社で申請の場合、C類型のみとなります。

ECサイトに使えるIT導入補助金の種類はC類型とD類型になりますが、
弊社で申請する場合は、C類型のみになります。(ECサイト構築) 



IT導入補助金2021 低感染リスク型ビジネス枠 要点まとめ

低感染リスク型ビジネス枠（特別枠：C･D類型）

補助率：2/3以内

上限額・下限額：30万円～450万円以下 上限額・下限額：30万円～150万円以下

引用:https://www.it-hojo.jp/overview/ 事業概要 | IT導入補助金

制作費
45万~675万※ 制作費

15万~450万※

2/3
補助

※補助金額は見積もり金額の2/3の為、見積額では45万円～675万円までが対象範囲です。
※ご契約後、全額を弊社に一括でご入金いただき、納品～審査完了後、事務局から補助金が給付されます。

https://www.it-hojo.jp/overview/


IT導入補助金2021 スケジュール

5次締切分

締切日 12月22日（水）17:00

交付決定日 2022年1月26日（水）（予定）

■スケジュール(2021年11月24日時点）

※申請前の準備として、GビズIDプライムアカウントの取得、SECURITY ACTIONの登録が必須にな
ります。
現時点では、GビズIDプライムアカウント発行までの期間は約3週間以上、SECURITY ACTIONの登録
が約1週間程の時間を要しますので事前準備をお願いします。

※なお弊社にて申請を行う場合、申請期間が3~5営業日程度かかります。ご検討の方はお早目のお申し
込みをおススメしております。



IT導入補助金2021 補助金対象パッケージ

総合通販用 DtoC通販用

BtoB通販用

用途に合わせたカートシステム選定からサポートいたします。



よくある質問

Q. IT導入補助金以外の補助金との違いは？
A. 利用できる弊社サービスが異なります。詳しくはお問い合わせください。

Q.補助金還付はいつされるの？
A. IT導入補助金事務局へご発注いただいたECサイトの納品完了報告を行い、
IT導入補助金事務局で完了報告の内容審査が完了次第、約2週間以内にIT導入補助金事務局よりお
客様の口座に補助金が振込まれます。
※２週間以上時間を要する場合がございます。ご了承ください。

Q.これから社はECサイト制作以外でも申請できる？
A. IT導入補助金ではECサイト制作以外使えません。
小規模事業者補助金や事業再構築補助金であればご案内可能です。
（※事業再構築補助金に関しては、広告とのセットで申請が可能です）

Q.申請したら必ず採択されるの？
A. 必ず採択されるわけではありません。あらかじめご了承下さい。



会社概要 Company Profile

社名

代表取締役

本社

創業

TEL（代表）

HP

ソリューションサイト

資本金

事業内容

株式会社 千 修

下谷 友康

〒102-0073 東京都千代田区九段北4丁目2－4

昭和6年（1931年）11月3日

03-3261-8411

https://www.senshu-g.co.jp/

https://sdd.senshu-g.co.jp/

9000万円

マーケティング、販売促進活動全般、広告宣伝、
印刷に関する一切の業務

About us

［担当］戦略デザインラボ 岩原：070-6664-5827

お問合せはこちら info_sdd@senshu-g.com
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