
助成金を活用したい助成

製
品
開
発

企画・構想
開発要素について、技術検討したい

1 製品開発着手支援助成事業
100万円・1/2

試作開発
新たな自社製品・技術の試作開発をしたい

2 新製品・新技術開発助成事業
1,500万円・1/2

改良・実用
国内外の市場やニーズに向けて対応したい

5 製品改良・規格等適合化支援事業
500万円・1/2

市場開拓
販路開拓のため、自社製品・技術をPRしたい

7 市場開拓助成事業
（東京都や公社事業の利用企業等）

300万円・1/2

3 ＴＯＫＹＯイチオシ応援事業
1,500万円・1/2

4 次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業
8,000万円・2/3

6 先進的防災技術実用化支援事業
改良・実用化：1,000万円・2/3
普及促進：350万円・1/2

9 医療機器産業参入促進助成事業
5,000万円・2/3ほか

8 販路拡大助成事業
（商工会議所等の経営診断の利用企業等）
150万円・2/3（小規模企業者）、1/2（その他）

知的財産　　　　
12 〜 15 外国特許、実用新案、意匠、

商標出願費用助成事業

19 グローバルニッチトップ助成事業
20 海外商標対策支援助成事業
21 知的財産活用製品化支援助成事業

16 外国侵害調査費用助成事業
17 特許調査費用助成事業

18 外国著作権登録費用助成事業

●No 助成事業名
助成限度額・助成率

危機管理
26 〜●28 危機管理対策促進事業
（サイバー対策、BCP、節電）

サイバー対策、BCP、
節電対策を行いたい

生産性向上
25 生産性向上のための

ICTツール導入助成事業

ICTツール（機器）を
導入したい

設備投資
24 革新的事業展開設備投資支援事業

最新機械設備を
購入したい 商店街

29 商店街起業・承継支援事業
580万円・2/3

30 若手・女性リーダー
応援プログラム助成事業

730万円・3/4 ほか

都内の商店街での開業者及び
事業承継者を支援サービス

新サービス　の開発・改良に
取り　組みたい

22 革新的サービ スの事業化支援事業
（新サービス事 業モデルの構築）

2,000 万円・1/2

顧客データ等の収　集・分析のために
　　　ITツールを　導入したい

23 サービス産 業における
データ利活 用促進支援事業

100万 円・1/2

創　業
助成金の活用でよりよい事業展開を！

創業モデルを発掘！
10 創業助成事業
300万円・2/3

インキュベーション施設の
レベルアップを目指しませんか？

11 インキュベーション施設
　整備・運営費補助事業
9,000万円・2/3ほか

http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/

東京都　中小企業　助成金 検索検索

公社では、都内中小企業の皆さまを対象とした様々な助成事業をご用意しています

各助成事業の「支援対象者」、「対象経費」など詳細情報は、P15〜18をご覧ください。
また募集に関する詳細は、公社ホームページから募集要項をご覧ください。

NEW は新規メニューです！

是非ご利用ください！

・募集情報掲載中！
・助成金の仕組みやポイントも

お伝えします
★ブックマークをオススメします。

製品開発着手支援助成を活用！

試作前から受けられる支援です！

助成金を活用し、地震
感知後からブレーカー
遮断までの時間を設
定でき、かつ、専門工
事が不要な感震ブレー
カーの検証をしました。
技術的課題の検証は、
ケースによっては多額
になりかねないので、
助成を受けられたのは
大きかったです！

通信建設工事用材料、防災・減災用品の
開発及び製作を行う山小電機製作所様

NEW
NEW

NEW

事業名
の見方
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助成金一覧

お問い
合わせ

1 〜 8 、29、30は
助成課
03-3251-7894・5

9 は
取引振興課
03-3251-7883

10、11は、
創業支援課
03-5220-1142

12〜 21は、
知的財産総合センター
03-3832-3656

22、23は、
経営戦略課
03-5822-7232

設備支援課
24は、
03-3251-7884
25〜 28は、
03-3251-7889

申請書提出申請予約説明会スケジュールの見方

事業名 内　容 支援対象者 助成限度額 助成率 対象経費 申請スケジュール
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

製
品
開
発

企
画
構
想

1  製品開発着手支援  
助成事業
〜技術課題の  
事前検討を支援〜

製品・技術開発を実施するにあたり事前に行う、社外資源
を活用した技術的課題の検討を支援 中小企業者/個人事業主/創業予定者

100万円
下限額 

（10万円）
1/2以内 原材料・副資材費/委託外注費

試
作
開
発

2  新製品・新技術開発  
助成事業
〜実用化を目指す 
新製品開発の助成金〜 

実用化の見込みのある、新製品・新技術の自社開発を行
う都内中小企業者等に対し、その研究開発経費の一部を
助成

中小企業者/個人事業主/中小企業団体等/中小企業
グループ/創業予定者 1,500万円 1/2以内

原材料・副資材費/機械装置・工具器具費/委託・外
注費/産業財産権出願・導入費/専門家指導費/直接
人件費

3  TOKYOイチオシ応援事業
〜地域の魅力を活かした 
新ビジネス創出事業〜

東京都の地域資源を活用した、新製品・新サービスの開発・
改良を支援

中小企業者/個人事業主/組合等/一般財団法人・一
般社団法人・特定非営利活動法人 1,500万円 1/2以内

原材料・副資材費/機械装置・工具器具費/委託・外
注費/専門家指導費/賃借費/産業財産権出願・導入
費/人件費/広告費/展示会等参加費/イベント開催費

4  次世代イノベーション創出
 プロジェクト2020助成事業
〜多様な連携が生み出す 
大型開発を支援〜

東京都が策定する「イノベーションマップ」に即して、他企
業や大学等と連携して行う実用化に向けた技術・製品開発
を支援

中小企業者（みなし大企業も対象）/個人事業主/中小
企業団体等/中小企業グループ/創業予定者

8,000万円 
下限額 

（1,500万円）
2/3以内

原材料・副資材費/機械装置・工具器具費/委託・外注
費/専門家指導費/規格等認証・登録費/直接人件費/
産業財産権出願・導入費/展示会等参加費/広告費

改
良
実
用
化

5  製品改良・規格等適合化
 支援事業
〜製品改良や認証取得
（ISO、IEC等）の支援〜

自社製品の改良や規格適合・認証取得を支援 中小企業者/個人事業主
500万円 
下限額 

（50万円）
1/2以内 原材料・副資材費/機械装置・工具器具費/委託外注

費

6  先進的防災技術実用化  
支援事業
〜製品・サービスの改良から
普及促進まで〜

都市防災力を高める優れた防災製品の実用化に向けた自
社の製品、技術、試作品の改良とその後の普及までを支援

中小企業者（みなし大企業も対象）/中小企業団体等 
/中小企業グループ

【改良】
1,000万円 
【普及】
350万円

【改良】2/3以内 
【普及】1/2以内

原材料・副資材費/機械装置・工具器具費/委託費/産
業財産権出願・導入費/直接人件費/展示会出展費/
広告費

市
場
投
入

7  市場開拓助成事業
〜展示会出展等費用を助成
します〜

東京都及び公社より一定の評価又は支援を受け自ら開発又
は都の策定したイノベーションマップの開発支援テーマに該
当する自社の製品等の展示会出展等費用を助成し販路開
拓を支援

中小企業者/個人事業主/中小企業団体等/
一般財団法人・一般社団法人・特定非営利活動法人 300万円 1/2以内 出展小間料/資材費/輸送費/印刷物制作費/PR映像

制作費/通訳費/広告費

8  販路拡大助成事業
〜展示会への出展等、販路
拡大に関する助成〜

自社製品・技術・商品・サービスの販路拡大を目的とした、
国内外の展示会への出展、販促物の制作 中小企業者/個人事業主 150万円 【小規模】2/3以内 

【その他】1/ 2以内
出展小間料/資材費/輸送費/印刷物制作費/PR映像
制作費/サイト制作費/広告費

医
工
連
携

9  医療機器産業参入促進
 助成事業

都内ものづくり中小企業の医療機器産業への参入へ向けて、
医療機器製販企業等とのマッチング実施に引き続き、製品
開発から販路開拓までを支援

中小企業者/個人事業主/中小企業団体等/
中小企業グループ

5,000万円
　　　  他

2/3以内
原材料・副資材費/機械装置・工具器具費/委託・外
注費/産業財産権出願・導入費/技術指導受け入れ費
/PMDA等相談料及び審査手数料/直接人件費/展示
会等参加費/広告費

創
業

10  創業助成事業 東京都における創業のモデルケースの発掘や事例の発信等
により、創業に挑戦する機運を醸成 創業予定者/中小企業者/特定非営利活動法人 300万円 2/3以内 賃借料/広告費/器具備品購入費/産業財産権出願・

導入費/専門家指導費/従業員人件費

11  インキュベーション施設  
整備・運営費補助事業

インキュベーション施設を運営する民間事業者等に対して、
施設運営のレベルアップ等

東京都「インキュベーション施設運営計画認定事業」
に認定された事業者のうち、優れた取組を行う事業者。
ただし大企業（みなし大企業を含む）は除く

【整備・改修費】 
5,000万円 
【運営費】 
年2,000万円

【事業者】 
2/3以内 
【区市町村】 
1/2以内

工事費/施工監理費/建物・施設取得費/不動産賃借
料/備品費/広告費/人件費/建物管理委託費/専門家
報酬/備品等賃借料

知
的
財
産

12  外国特許出願費用  
助成事業

優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活
用しようとする中小企業を支援

中小企業者/個人事業主/中小企業団体/
一般財団法人・一般社団法人 300万円 1/2以内 外国出願料/弁理士費用/翻訳料/先行技術調査費用/

国際調査手数料/国際予備審査手数料　等

13  外国実用新案出願費用 　 
助成事業

海外での知的財産侵害訴訟リスクの対策として、早期に権利
化できる実用新案を活用しようとする中小企業を支援

中小企業者/個人事業主/中小企業団体/
一般財団法人・一般社団法人 60万円 1/2以内 外国出願料/弁理士費用/翻訳料/先行技術調査費用/

国際調査手数料/国際予備審査手数料　等

14  外国意匠出願費用  
助成事業

創造性又は審美性のある意匠を有する優れた商品を持ち、
かつ、それらを海外において広く活用しようとする中小企業
を支援

中小企業者/個人事業主/中小企業団体/
一般財団法人・一般社団法人 60万円 1/2以内 外国出願料/弁理士費用/翻訳料　等

15  外国商標出願費用  
助成事業

優れた商品やサービスに識別力のある商標を有し、かつ、そ
れらを海外において広く活用しようとする中小企業を支援

中小企業者/個人事業主/中小企業団体/
一般財団法人・一般社団法人 60万円 1/2以内 外国出願料/弁理士費用/翻訳料　等

4/12

4/5

6/14
〜20

4/9
〜18

〜6/7

〜4/5 2/18〜

4/15
〜18

下旬4/12
〜22

中〜
下旬

下旬 上旬

中旬

中〜
下旬

下旬 上旬

中旬 中旬

中旬 中旬

8/1 上旬

中旬 中旬

中〜
下旬

中旬 中旬

上旬

上旬 上旬

下旬

下旬

2018年実績

申請スケジュール等は予定です。
申請にあたっては、ホームページと
募集要項を必ずご覧ください。
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申請書提出申請予約説明会スケジュールの見方

お問い
合わせ

1 〜 8 、29、30は
助成課
03-3251-7894・5

9 は
取引振興課
03-3251-7883

10、11は、
創業支援課
03-5220-1142

12〜 21は、
知的財産総合センター
03-3832-3656

22、23は、
経営戦略課
03-5822-7232

設備支援課
24は、
03-3251-7884
25〜 28は、
03-3251-7889

NEW

NEW

NEW

申請スケジュール等は予定です。
申請にあたっては、ホームページと
募集要項を必ずご覧ください。

事業名 内　容 支援対象者 助成限度額 助成率 対象経費 申請スケジュール
４月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月 12月 1月 2月 3月

知
的
財
産

16  外国侵害調査費用  
助成事業

外国における権利侵害の調査を実施する場合の調査費用
や侵害品の鑑定費用、警告に要する費用、また、模倣品が
国内に入ることを阻止する水際対策に要する費用などの一
部を助成

中小企業者/個人事業主/中小企業団体/
一般財団法人・一般社団法人 200万円 1/2以内 侵害調査費用/侵害品の鑑定費用/侵害先への警告費

用/税関での輸入差止費用

17  特許調査費用助成事業 研究開発の方向性を判断するため、新製品・新技術の開発
の際に必要となる他社特許調査に要する費用の一部を助成

中小企業者/個人事業主/中小企業団体/
一般財団法人・一般社団法人 100万円 1/2以内 他社特許調査委託に要する経費

18  外国著作権登録費用  
助成事業

優れた商品やサービスにおける著作物を有し、かつ、それら
を海外において広く活用しようとする中小企業を支援

中小企業者/個人事業主/中小企業団体/
一般財団法人・一般社団法人 10万円 1/2以内 登録手数料/弁理士費用/翻訳料　等

19  グローバルニッチトップ  
助成事業

グローバルな事業展開が期待できる技術や製品を有する中
小企業に対して、知財権取得や保護に関する費用の一部を
助成するとともに知財戦略の実施等を支援

次の要件を満たす中小企業等
（1）東京都又は公社が実施する既存事業で、技術や製

品が優れたものであると認められ、表彰・助成・支
援を受けていること

（2）上記の技術や製品に係る特許権が、国内外のいず
れかで、既に権利化されていること

（3）世界規模（概ね3か国、地域以上）での事業展開の
計画を有しており、その計画に基づき、海外での知
財の権利取得・維持等を推進しようとしていること

1,000万円 1/2以内

○外国での該当製品・技術等に関する権利取得・維持
に関する費用

　（周辺・改良技術等に関するものを含む）
○知財トラブル対策費用
　（訴訟に要する費用は対象外）
○先行調査費用
　（特許・商標・意匠・実用新案等）

20  海外商標対策
 支援助成事業

自社ブランドにおける海外販路開拓を目指す中小企業が、
進出予定国において障害となる類似商標を取り消したり無
効化する際、専門家チームによる支援と共に係る経費の一
部を助成

中小企業者/個人事業主/中小企業団体/
一般財団法人・一般社団法人 500万円 1/2以内 異議申立、無効・不使用取消請求、行政訴訟、代理人

費用　等

21  知的財産活用製品化  
支援助成事業

マッチング後の開発段階における技術支援と共に開発経費
の一部を助成 知的財産活用製品化支援事業の支援企業 500万円 1/2以内 知的財産活用製品化に要する設計・試作費用　等

サ
ー
ビ
ス

22  革新的サービスの事業化 
支援事業

東京発の新しいサービス事業モデルの創出と早期の事業化
を促進するため、必要な経費の一部を助成するとともに、
サービス担当マネージャーによるハンズオン支援を実施

中小企業者/個人事業主/中小企業団体等/中小企業
グループ/創業予定者
※別途、申請資格が必要

2,000万円 1/2以内
マーケティング調査委託費、開発費（原材料・副資材費、
外注・委託費、直接人件費）、設備導入費、規格認証費、
産業財産権出願費、販路開拓費（展示会等参加費、イ
ベント開催費、広報ツール製作費、広告掲載費）

23  サービス産業における  
顧客データ等利活用  
モデル創出事業

顧客データ等を活用した生産性向上の取組を支援
顧客データ等利活用モデル創出事業の支援対象者事
業者で、ITツール等の導入費用の助成を希望する事
業者

100万円 1/2以内 データ収集・分析のためのソフトウェアや機器の導入費
／データ収集・分析サービス利用料　等

設
備
投
資

24  革新的事業展開設備投資 
支援事業
〜設備投資の助成金〜

更なる発展に向けた競争力強化、成長産業分野への参入、
IoT・ロボット活用、後継者によるイノベーションを目指す
際に必要となる最新機械設備の購入を支援

中小企業者/個人事業主/中小企業団体等

1億円
【小規模】

3,000万円
（下限額100万円）

1/2以内 
または2/3以内 機械設備費　等

生
産
性 

向
上

25  生産性向上のための
 ICTツール導入
 助成事業

自社の生産性向上のための先進的な取組を行う際に必要
なICTツール（機器）導入費用を助成 中小企業者/個人事業主/中小企業団体等

300万円 
（下限額30万円）

【小規模】2/3以内 
【その他】1/2以内

IoT、AI、RPA等の技術を活用した生産性向上の取
組に必要となる機器等の導入経費

危
機
管
理

26  サイバーセキュリティ  
対策促進助成事業

自社の情報や取引先と共有する情報を保護するためのサイ
バーセキュリティ対策の取組を支援 中小企業者/個人事業主/中小企業団体等

1,500万円 
（下限額30万円） 1/2以内 サイバーセキュリティ対策を実施するために必要となる

機器の導入または更新に係る経費

27  BCP実践促進助成事業 自然災害等の不測の事態が生じた場合に備えた事業継続
のための取組を支援 中小企業者/個人事業主/中小企業団体等

1,500万円 
（下限額10万円）

【小規模】2/3以内 
【その他】1/2以内

不測の事態に備え自社で策定したＢＣＰ対策の実践に
必要な設備導入及び物品購入等に係る経費

28  LED照明等節電促進  
助成事業 中小製造業が行う電力の効率化を図るための取組を支援 製造業を営む中小企業者/個人事業主/

中小企業団体等
1,500万円 

（下限額30万円） 1/2以内 製造現場の電力の効率化を図るために必要なＬＥＤ、
デマンド監視装置等の設置に係る経費

商
店
街

29  商店街起業・承継  
支援事業 都内商店街での新規開業・多角化・事業承継を支援 中小企業者/個人事業主/創業予定者 最大580万円 2/3以内 事業所整備費/実務研修受講費/店舗賃借料

30  若手・女性リーダー  
応援プログラム助成事業
〜商店街で開業する女性・ 
若手男性を支援します〜

意欲ある女性や若手男性による都内商店街での新規開業を
支援 個人事業主/創業予定者 最大730万円 3/4以内ほか 事業所整備費/実務研修受講費/店舗賃借料

下旬 上旬 中旬

3/13
〜4/2

4/8
〜11

7/16
〜19

10/16
〜21

6/19〜7/9 9/18〜10/8

中〜
下旬

中旬

上旬

下旬

下旬 上旬

中旬 上旬

下旬

下旬 下旬

中旬 上旬

中旬 下旬 上旬 下旬

下旬 下旬

下旬

中旬

下旬
中旬

中旬

詳しいスケジュールは、お問い合わせください。
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