浜松市委託事業

公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構

平成 30 年度 ものづくり販路開拓事業費補助金
―

2 次募集

公

募

要

領

―

展示商談会に出展する浜松市内の中小企業者等に対して経費の一部を助成します！
コーディネーターによるハンズ・オン・サポートも受けることができます！

１．補助金制度の目的
当補助金制度は、国内外（県内を除く）で開催される各種展示商談会への出展に対して、出展に
要する経費の一部を助成することにより、浜松市において製造業や情報サービス業を営む中小企業
者等の自社製品・技術の新たな販路開拓を支援します。
また、展示商談会への出展を通じて、浜松地域の高い技術力と産業集積を国内外に発信すること
により、
「ものづくりのまち 浜松」の存在感を高め、浜松地域におけるビジネスチャンスを創出す
ることを目的としています。

２．補助対象者
次の（1）（2）のいずれかに該当する者で、市税を滞納していない者、反社会的勢力に関わる企
業でない者とする。
（1）浜松市内に主たる事業所を有し、製造業（研究開発型の、いわゆるファブレス企業も対象に
含まれる）、情報通信業のうち情報サービス業（ソフトウェア業、情報処理サービス業）を営
む中小企業者
※中小企業者とは、中小企業基本法第 2 条に規定する中小企業者
※製造業、情報通信業のうち情報サービス業（ソフトウェア業、情報処理サービス業）とは、
日本標準産業分類に基づく
（2）
（1）に該当する者を 1 者以上含み、研究開発を目的に 2 者以上の者で組織された共同体
※（2）は企業や大学等により組織され、（1）に該当する者が共同体の中心作業（補助事業の
全体管理や会計処理、補助金交付に係る手続き等）を担うこと。
・一般枠は、28・29 年度に一般枠にて本補助金の交付を受けた企業は原則対象外とします。
・採択企業者には、出展に際し「浜松ものづくりパンフレット」等を配架・配布していただき、
“ものづくりのまち 浜松”をＰＲしていただきます。また、展示商談会会期中に交換した名
刺の写しを報告書とともに提出していただきます。（提出していただいた情報は、法令に定め
る場合を除き第三者に提供することはありません）

３．補助対象事業
平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの間に、国内（県内を除く）及び国外において
開催される展示商談会に、自社で製造する製品・自社で保有する技術を出展するために行う事業。
・他の団体等から助成を受ける場合は、補助対象外となります。
・補助金対象期間内の展示商談会であれば、申請受付期間から遡って補助対象となります。
ただし、展示会出展料を前年度（29 年度（30 年 3 月末まで））に支払い済の場合は補助対象外の
経費となります。

４．募集枠
（1）一般枠
不特定の展示商談会に企業が各自で申し込んで出展する場合
ア：単独出展
イ：2 者以上での隣接出展
※平成 30 年度に浜松商工会議所又は静岡県産業振興財団が特定の展示商談会に設置する「地
域共同ブース」への出展も対象となります。
（補助金額は 2 者以上の隣接出展の場合の設定
に該当）
※3 ヶ年の中で 1 回補助対象となります。
（28～29 年度に一般枠にて本補助金制度を利用した
企業は対象不可）
（2）特定枠
当財団が定める特定の展示商談会「９．特定枠対象展示会一覧」に、企業が各自で申し込んで
出展する場合
ア：単独出展
イ：2 者以上での隣接出展
※ア・イともに、最長 3 ヶ年度にわたって本補助金の交付を受けることが可能。ただし、3 ヶ
年連続出展したあとの 4～5 年目は補助対象外となります。
※国内の特定枠展示商談会は、同時開催展示会も含む。
（3）その他
・国内・国外どちらか１件のみの申請とし、申請後の国内・国外の変更は不可とする。
・平成 29 年度「浜松市新産業創出事業費補助金」の採択企業については、一般枠・特定枠の
条件および平成 29 年度までの当該補助金の採択状況に関係なく、平成 30 年度から平成 32
年度までの 3 か年間、当該補助金の交付を優先的に受けることができる。但し、展示会への
展示品は、
「浜松市新産業創出事業費補助金」にて研究開発した成果物を出展することが条
件となります。
【補助金対象出展サイクル（29 年度に補助金の交付による出展実績がある場合）】
対象枠

平成 29 年度

平成 30 年度

平成 31 年度

平成 32 年度

平成 33 年度

一般枠

◎

×

×

○

×

特定枠

◎

○

○

×

×

５．補助対象経費
項

目

内

容

①出展料

展示商談会への出展に伴い、ブース（小間）を借り上げる経費

②展示装飾費

照明、看板等、小間を装飾する経費及び備品リース料
ダイレクトメールの発送経費、製品、什器等の搬出・搬入に伴う送料及び梱包

③通信運搬費

経費、車両による搬出・搬入に伴う有料道路通行料・駐車代金、通関に要する
通関手数料及び運送料、倉庫保管料等

④各種工事費・使用料
⑤広告宣伝費

※関税・ガソリン代は除く

展示製品（機器）の実演等のために必要となる電気・水道・ガス・インターネ
ット回線等の工事費及び使用料
展示商談会への出展に伴い、取引先に発送するチラシ・ポストカード等の作成
経費

※ノベルティは除く

⑥交通費及び宿泊費

会場までの往復の交通費及び宿泊を要する場合はその経費

⑦人件費

展示商談会への出展に伴い、臨時に雇用する通訳やスタッフ等の経費

※ガソリン代は除く

※すべての補助対象経費の支払いが確認できる書類（請求書・領収書・振込控など）を必ず報告
書と共に提出ください。支払いが確認できる書類がない場合、補助対象経費とならないためご

注意ください。また、消費税は対象外となるため税抜き金額で申請してください。
※平成 30 年 3 月 31 日までに支払い済みの経費は補助対象外となります。
※支払いに係る振込手数料についても補助対象外となります。
※外国語表記のパンフ作成等にかかる翻訳料は、使途の確認が困難であるため対象外とします。
※展示品にかかる保険料は、自社負担が基本であるため対象外とします。
※広告宣伝費については、企業概要パンフレットやポスターの作成にかかる経費は補助対象外
となります。展示会場にて配布・配架する商品・技術紹介用の印刷物、取引先に発送する案内
チラシ・ポストカード等の作成経費は補助対象となりますが、出展する展示商談会に要する分
に限ります。

６．補助金額
・補助対象経費（税抜）総額の 2 分の 1 以内とします。ただし、1,000 円未満の端数は切り捨て
となります。
・1 者あたりの補助限度額は以下のとおりです。
募集枠

展示商談会の開催場所

補助限度額

国内

200 千円

国外

500 千円

国内

300 千円

国外

750 千円

ア：単独出展
一般枠
特定枠
イ：2 者以上での隣接出展

７．申請手続き等の概要
(1) 申請受付先
公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構
(2) 受付期間
・平成 30 年 6 月 18 日（月）～随時募集
・受付時間は月曜から金曜日の午前 9 時から午後 5 時まで ※祝日は除く
※今回の 2 次募集は先着順で交付決定し、補助交付総額が予算枠に達した時点で受付を終了い
たします。
(3) 提出書類
下記①～⑦の書類を揃え、受付先へ持込み、または郵送で 1 部提出してください。
①申請書（様式第 1 号）
②申請企業概要書・展示商談会出展計画書（様式第 2 号）
③収支予算書（様式第 3 号）
④暴力団排除に関する誓約書（様式第 4 号）
⑤納税証明書の写し（法人市民税）
⑥市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し
⑦出展する展示商談会の概要書（リーフレット、出展案内）
⑧会社の概要がわかるパンフレット 等
※一般枠及び特定枠の「イ：2 者以上での隣接出展」に関する申請の場合は、事業者ごとに上
記①～⑧を提出してください。
※応募書類は当財団ＨＰからダウンロードできます。
(4) 採択の決定
申請受付後、以下の方法により決定します。
・申請書類を交付要綱に基づき審査し、予算の範囲内（先着順）にて決定します。

(5) 通知
採択または不採択の決定は、申請者あてに書面で通知します。採択となった方には、別途｢公
益財団法人浜松地域イノベーション推進機構 ものづくり販路開拓事業費補助金交付要綱｣をお
渡ししますので、当該要綱に基づき事業を遂行してください。

８．その他
交付採択された中小企業者が、補助金申請した展示商談会の出展審査に落ちた場合は、機構に相
談の上、別の展示商談会に出展する場合も補助対象とします。ただし、公募要領の各条件にのっと
った展示商談会への出展となります。なお、申請書類は内容を変更の上、再度提出していただきま
す。

【 申請受付・お問い合わせ先（事務局） 】
公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構
事業推進部 企画・マーケティンググループ
〒４３２－８０３６ 浜松市中区東伊場二丁目７番１号 浜松商工会議所会館８階
TEL：０５３－４８９－８１１１
HP： https://www.hai.or.jp/

FAX：０５３－４５０－２１００
E-mail：hanro@hai.or.jp

