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ジャパンブランド事業
 ジャパンブランド補助金等により、中小企業の海外等への販路拡大・事業創造を支援。

 令和2年度においては、特にクラウドファンディングや電子商取引(ＥＣ)、オンライン商談会な
どを活用した取組を重点的に支援することにより、中小企業による新たな商流への挑戦を促進。

事業型
海外展開や全国展開、新たな観光需要の獲得に向けた、
新商品・サービス開発、ブランディング等、事業創造に取組む
中小企業を支援。

（１）

補助率 補助上限額 補助対象経費

基本 2/3以内 ５００万円
①事業費
マーケティング調査費、広報
費、委託費(WEBプラット
フォーム上のサービス利用費
を含む)、専門家等への謝
金等
②試作品開発費
原材料費、機器・設備費、
デザイン費等

例外
採択３年
目の場合、

1/2

複数者による共同申請の場合、
1社毎に500万円嵩上げし、
最大2,000万円まで引き上げ。

中小企業経済産業省
（事務局）

補助

支援型

複数の中小企業を対象に事業創造への支援を行う、民間
支援事業者や地域の支援機関等を支援。

（２）

中小企業経済産業省
（事務局）

補助 支援
民間支援事業者
・支援機関等

補助率 補助上限額 補助対象経費

基本 2/3以内

2,000万円

①事業費
マーケティング調査費、広
報費、委託費(WEBプラッ
トフォーム上のサービス利
用費を含む)、専門家等へ
の謝金等
②試作品開発費
原材料費、機器・設備費、
デザイン費等

例外
採択３
年目の場
合、1/2
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 コロナ後においては、デジタル社会が一気に進展。電子商取引（EC）プラットフォーマーやクラウドファン
ディング（CF）事業者の勢力が拡大。

 ECプラットフォーマーとの連携による国内外への製品販売、CFプラットフォーマーとの連携によるサポー
ターの発掘及び資金調達が主要なツールに。

⇒ 製品、地域のブランド化など付加価値を高めた上で、デジタルを活用した販路の拡大へ！

令和2年度補正ジャパンブランド育成支援等事業を活用した支援イメージ

指定倉庫

購入者

国
境

ECモール〇出品料、出店料
〇倉庫保管料
〇プロモーション費

注文
購入代金

〇売上代金

中小企業
（補助事業者）

〇輸送費、通関費

出資者

試作品の
予約購入等

CF
業者

コンサルタント

〇試作品のPR等アドバイス
（業務委託）

試作品等完成後に発送

EC活用モデルと補助対象経費（赤字部分が補助金カバー可） ＣＦ活用モデルと補助対象経費（赤字部分が補助金カバー可）

中小企業
（補助事業者）

試作品等販売代金
（利用手数料を差し引き）

ジャパンブランド事業活用イメージ（令和2年度補正予算の例）
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【▲大勢の来場者で賑わう会場】【▲大盛況となるデモンストレーション】

代表理事：尾関勇 TEL：03-3585-0052
URL:https://yokancollection.com/
会社概要：和菓子振興業。
全国から羊羹メーカーが集まり、羊羹の普及活動を行う。特に海外での販路
拡大に力を入れ、独自企画の展示・商談会「YOAKN Collection」を開催する。

 日本を代表する全国の老舗羊羹メーカー14社＋パッケージ＆
原材料メーカー2社(合計16社)が一つとなって、アメリカ
ニューヨークで展示・商談会「YOKAN Collection in NYC」を
開催。羊羹（YOKAN）を高級スイーツとして広め、市場開拓
を目指す。

 NYで著名なシェフ＆キャンディショップとのコラボレーションを
軸に、戦略的PR活動で、現地在住のアッパー層をターゲットと
したブランディングを行う。

一般社団法人
YOAKN 

Collection 
JAPAN

【専門家】

東京製菓学校

【国内】

パンフレット

【NY著名シェフ・菓子店】

Bill Yosses 氏
Dylan Lauren 氏

特別協力(コラボレーション)助言・指導

【NY現地企業】

プロモーター
PR

協議・委託

事業の実施体制

プロジェクト内容

企画・発注

事業者情報

【▲展示会場風景】

一般社団法人YOKAN Collection JAPAN

プロジェクト成果

 レセプションを含めた計3日間の開催で、総計1,146名の来場者
を迎え、現地での合計商談件数は92件を達成。全国14社の
YOKANがNYでセレブリティな新しいものとして認知される。

 現地での戦略的事前プレスリリースが功を奏し、New York 
TimesやVOGUEなどの有名メディアが複数会場に訪れ、
YOKANの実演風景やインタビューの様子がSNS、テレビ、誌面
を通じて一斉に世界各国で配信される。

 現地レストランでのデザートやケータリングメニューとして採用検
討され、現在も継続して商談が進行中。内１件はアメリカ国内の
文化イベントでの採用が決定し、羊羹の出荷・販売を実施

羊羹に特化した展示・商談会「YOKAN Collection」をNew Yorkで開催

（参考）過去の支援事例
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中小企業等事業再構築促進事業
令和2年度第3次補正予算案額 1兆1,485億円

（１）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（２）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（３）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

事業の内容 事業イメージ

成果目標
事業終了後3～5年で、付加価値額の年率平均3.0％(一部5.0%)以上
増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％(一部5.0％)
以上の増加を目指します。

事業目的・概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が
期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応す
るために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換
を促すことが重要です。
そのため、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業種
転換等の取組や、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い
切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
また、事業再構築を通じて中小企業等が事業規模を拡大し中堅企業に成
長することや、海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことが特に重要であ
ることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。
本事業では、中小企業等と認定支援機関や金融機関が共同で事業計画
を策定し、両者が連携し一体となって取り組む事業再構築を支援します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

中小企業庁 技術・経営革新課
03-3501-1816

国 中小
企業等

民間
団体等

補助
100万～1億円

2/3又は1/2
（一部1/3）基金

①申請前の直近6カ月間のうち、売上高が低い3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3
カ月の合計売上高と比較して10％以上減少している中小企業等。

②自社の強みや経営資源（ヒト/モノ等）を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指
針」に沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業等。

小売店舗による衣服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契
機に店舗を縮小し、ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換。
ガソリン車の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが
変化する可能性がある中、今後の需要拡大が見込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部
品の製造に着手、生産に必要な専用設備を導入。
航空機部品を製造している事業者が、コロナの影響で需要が激減したため、当該事業の
圧縮・関連設備の廃棄を行い、新たな設備を導入してロボット関連部品・医療機器部
品製造の事業を新規に立上げ。

補助金額 補助率

中小企業（通常枠） 100万円以上6,000万円以下 2/3

中小企業（卒業枠）※1 6,000万円超～1億円以下 2/3

中堅企業（通常枠） 100万円以上8,000万円以下 1/2（4,000万円超は1/3）

中堅企業（グローバルV字回復枠）※2 8,000万円超～1億円以下 1/2

事業再構築のイメージ

補助金額・補助率

補助対象要件

※１．中小企業（卒業枠）：400社限定。
計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増
やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※２．中堅企業（グローバルV字回復枠）：100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前6カ月間のうち売上高の低い3カ月の合計売上高がコロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して、

15％以上減少している中堅企業。
②事業終了後3～5年で、付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。

※本事業では電子申請のみを受け付けます。
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中小企業生産性革命推進事業の特別枠の改編
令和2年度第3次補正予算案額 2,300億円

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

運営費
交付金

事業イメージ

成果目標
 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後４年以内
に、以下の達成を目指します。
・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上
・補助事業者全体の給与支給総額が1.5%以上向上
・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％
以上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後２年で、販路開拓
で売上増加につながった事業者の割合を80%とすることを目指します。
 サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後４年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の年率平均３％以上向上を目指します。
※ ３事業とも、補助事業実施年度の生産性向上や賃上げは求めないこととします。

中小
企業等

中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816
中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036
商務・サービスG サービス政策課 03-3580-3922

民間
団体等

定額
補助

補助
(2/3等)

【低感染リスク型ビジネス枠における各補助事業の拡充内容】

①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
（補助額：100万～1,000万円、補助率：2/3）
対人接触機会の減少に資する、製品開発、サービス開発、生産プロセス
の改善に必要な設備投資、システム構築等を支援します。
②小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
（補助上限：100万円、補助率：3/4 ）
小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた
新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援します。
③サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
（補助額：30万～450万円、補助率：2/3）
複数の業務工程を広範囲に非対面化する業務形態の転換が可能なIT
ツールの導入を支援します。（調整中）

事業目的・概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、感染拡大を抑えながら経
済の持ち直しを図るため、中小企業のポストコロナに向けた経済構造の転換・
好循環を実現させることが必要です。
新型コロナウイルス感染症の流行が継続している中で、現下及びポストコロナの
状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けた中小企業等の取組を支援す
るため、令和2年度一次・二次補正で措置した特別枠を新特別枠（低感染リ
スク型ビジネス枠）に改編します。（※現行の特別枠は令和2年12月で募集
終了）

補助上限・補助率 通常枠 低感染リスク型ビジネス枠
ものづくり補助金

（設備導入、システム構築）
1,000万円・

1/2(小規模 2/3) 1,000万円・2/3

持続化補助金
(販路開拓等) 50万円・2/3 100万円・3/4

IT導入補助金
（IT導入） 450万円・1/2 450万円・2/3（調整中）
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コンタクトインフォメーション
■関東経済産業局 地域ブランド展開支援室
０４８－６００－０２６４
kanto-jb@meti.go.jp

■メルマガ配信
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