
 

 海外サプライチェーン多元化支援事業（第四回公募）

【設備導入補助型】

事業概要提案（様式第1（別紙1)）入力フォーム

公募締切︓2021年4⽉26⽇（⽉曜）17時00分必着

※「申請書類提出フォーム記⼊例（様式第１（別紙１））」 をご覧の上、ご⼊⼒ください。 
※第四回公募FAQ（よくある質問） こちらも合わせてお読み下さい。
 
※フォームへの⼊⼒は120分で切断されます。記⼊内容も保存されません。記⼊時間が120分を超える場合はメモ帳など
への保存をおすすめします。
※回答欄は、簡潔に記⼊をお願いします。ただし、「別添の通りのみ」だけの記載は採点対象外となります。
※ファイルの添付につきましては、様式第１別紙２「事業経費概算」はExcelファイル、その他ファイルはPDFファイル
にて添付願います。

Ⅰ.補助金交付申請書（様式第1）

補助金交付申請書 [必須]

※ホームページより「様式第1.補助金交付申請書」をダウンロードし、記入のうえ、PDFを添付
 

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

Ⅱ.事業提案概要（様式第１（別紙１））

補助事業名 [必須] ●●国における▲▲製造に関わる設備増設事業

補助事業名（英語） [必須] The project of ▲▲ in ●●

1. 申請者概要

申請企業名
（グループ申請の場合は幹事
社名）
[必須]

●●株式会社

申請企業名（英語） [必須] ●●● Co., Ltd.

法人番号（13桁） [必須] ●●●●●●●●●●●●●

申請企業分類 [必須]

大企業 中小企業
 
※グループ申請に該当する場合は、次ページ「2.協働する企業の概要」に要記載。
 

　 [必須]

(1) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小
企業者ではない

(2) 発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者
ではない

(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている中小企業者で
はない

(4) 発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)～(3)に該当する中小企業者が所有している中小
企業者ではない

(5) (1)～(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めてい
る中小企業者ではない

(6) 資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接に100％の株式を保有される中小企
業者ではない

(7) 交付申請時において、確定している（申告済みの）直近過去３年分の各年又は各事業年度の
課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者ではない

郵便番号 [必須] ●●● - ●●●● 住所検索

都道府県 [必須] 東京都

https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/supplychain/info-4/naiyou.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/supplychain/info-4/faq_210406.pdf


市区町村 [必須] ●●●●市

町名番地 [必須] ●●●●町

ビル建物名 ●●●●ビルディング

代表者　役職 [必須] 代表取締役社⻑

代表者　氏名 [必須] 姓 ●●●●  名 ●●●●

ホームページURL [必須] https;//www.●●●.co.jp

設立年月
(西暦：YYYY年MM月) [必須]

●●●●年●●⽉

資本金(出資金)
(単位：千円） [必須]

●●●●  千円

従業員数 [必須] ●●●● 　名

業種・業務内容 [必須] ▲▲製造 　

連絡担当者　役職 [必須] ●●●●

連絡担当者　氏名 [必須] 姓 ●●●●  名 ●●●●

連絡担当者　電話番号 [必須] ●●● - ●●●● - ●●●●

連絡担当者　メールアドレス
[必須]

●●●●@●●●.co.jp
 
※確認のため、再度入力をしてください

●●●●@●●●.co.jp

 

次へ

 
【お問い合わせ】

ジェトロ　海外サプライチェーン多元化等支援事業支援事務局
TEL：03-3582-5410/E-mail：scs@jetro.go.jp

 

お客様がこのページから送信される情報は、SSL（Secure Socket Layer）暗号化
通信により保護されています。

Copyright (C) 1995-2021 JETRO. All rights reserved.

Wildcard SSL
Certificate

mailto:platform-bda@jetro.go.jp
https://www.digicert.com/wildcard-ssl-certificates.htm


 

 海外サプライチェーン多元化支援事業（第四回公募）

【設備導入補助型】

事業概要提案（様式第1（別紙1)）入力フォーム

公募締切︓2021年4⽉26⽇（⽉曜）17時00分必着

※「申請書類提出フォーム記⼊例（様式第１（別紙１））」 をご覧の上、ご⼊⼒ください。 
※第四回公募FAQ（よくある質問） こちらも合わせてお読み下さい。
 
※フォームへの⼊⼒は120分で切断されます。記⼊内容も保存されません。記⼊時間が120分を超える場合はメモ帳など
への保存をおすすめします。
※回答欄は、簡潔に記⼊をお願いします。ただし、「別添の通りのみ」だけの記載は採点対象外となります。
※ファイルの添付につきましては、様式第１別紙２「事業経費概算」はExcelファイル、その他ファイルはPDFファイル
にて添付願います。

2.協業する企業の概要
（※協業企業がある場合に記載すること。なお、協業企業が2社以上ある場合は、下記にて企業社数を選択し記載すること。）

協業する企業の社数 1社 2社 3社 4社 5社 　（複数企業ある場合は、左記にて選択）

企業名

法人番号（13桁）

代表者　役職

代表者　氏名 姓  名

ホームページURL

郵便番号 - 住所検索

都道府県

市区町村

町名番地

ビル建物名

設立年月
(西暦：YYYY年MM月)

資本金(出資金)
(単位：千円）

 千円

従業員数 　名

業種・業務内容 　

3.事業実施法人概要
 
（実施企業が2社以上ある場合は、下記にて企業社数を選択し記載すること。）

事業実施する企業の社数 (必須) 1社 2社 3社 4社 5社 　（複数企業ある場合は、左記にて選択）

事業実施法人名 (必須) ●●● Co., Ltd.

事業実施法人　住所 (必須)

https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/supplychain/info-4/naiyou.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/supplychain/info-4/faq_210406.pdf


事業実施法人の資本内容 (必須)

海外子会社（日本側出資比率10%以上）

海外孫会社（日本側出資比率50%以上の海外子会社の出資比率50%超）
 
※資本関係を明示した資料を
「Ⅲ.事業提案に関する詳細資料(3)申請者（・協働者）、事業実施法人概要の会社概要」に添付す
ること。

海外子会社に対する
日本側出資比率
(必須)

100  %

代表者　役職 (必須) General Director

代表者　氏名 (必須) 姓 ●●●●  名 ●●●●

連絡担当者　役職 (必須) Manager

連絡担当者　氏名 (必須) 姓 ●●●●  名 ●●●●

連絡担当者　電話番号 (必須) ●●● - ●●●● - ●●●●

連絡担当者　メールアドレス (必須)

●●●●@●●●.com
 
※確認のため、再度入力をしてください

●●●●@●●●.com

 

戻る  次へ

 
【お問い合わせ】

ジェトロ　海外サプライチェーン多元化等支援事業支援事務局
TEL：03-3582-5410/E-mail：scs@jetro.go.jp

 

お客様がこのページから送信される情報は、SSL（Secure Socket Layer）暗号化
通信により保護されています。

Copyright (C) 1995-2021 JETRO. All rights reserved.

●●●●●●

Wildcard SSL
Certificate

mailto:platform-bda@jetro.go.jp
https://www.digicert.com/wildcard-ssl-certificates.htm


 

 海外サプライチェーン多元化支援事業（第四回公募）

【設備導入補助型】

事業概要提案（様式第1（別紙1)）入力フォーム

公募締切︓2021年4⽉26⽇（⽉曜）17時00分必着

※「申請書類提出フォーム記⼊例（様式第１（別紙１））」 をご覧の上、ご⼊⼒ください。 
※第四回公募FAQ（よくある質問） こちらも合わせてお読み下さい。
 
※フォームへの⼊⼒は120分で切断されます。記⼊内容も保存されません。記⼊時間が120分を超える場合はメモ帳などへの保存
をおすすめします。
※回答欄は、簡潔に記⼊をお願いします。ただし、「別添の通りのみ」だけの記載は採点対象外となります。
※ファイルの添付につきましては、様式第１別紙２「事業経費概算」はExcelファイル、その他ファイルはPDFファイルにて添付
願います。

4.事業の概要　 

実施国 [必須]

インドネシア カンボジア シンガポール タイ フィリピン

ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー ラオス

その他

生産品目の名称 [必須] ▲▲

生産品目の名称（英語） [必須] ▲▲

生産品目の概要 [必須]

※詳細な仕様・写真、重要性・先進性などを含めた品目説明は、
「Ⅲ.事業提案に関する詳細資料(1)-⑤生産品目の説明」にて添付すること。
 

 
（500文字まで）

事業目的及び概要 [必須]

※事業目的及び概要（課題・対応策などを含む。）を簡潔に記載すること。

 

※現地政府の同意や協力の状況、現地企業を含む他社（他事業）との協業等がある場合に

は、合わせて記載すると共に、事実関係を示す文書がある場合は、下記にて別添すること。
 

 
（500文字まで）

現地政府の同意や協力の状況、現地企業を含
む他社との協業等の根拠資料
 

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

事業実施期間
 
※設備導入の開始、完成年月、生産ラインの稼働、出荷開始年月等の詳細スケジュールは、
「Ⅲ.事業提案に関する詳細資料(1)-②スケジュール」に添付すること。

開始年月日 [必須] ●●●● 年 ●● 月 ●● 日　（見込み年月日を記載のこと）

〇〇を製造するにあたり不可欠な部品である▲▲。

▲▲は〇〇を製造するにあたり不可欠な部品であるが、国内外他社メーカーも含 
め、その製造は■■国に集中しており、リスクが高いの現状である。そのため、 
当社では現在■■国工場で月間×××個生産している▲▲を、別製品を生産して 
いる●●国工場でも新たに月間△△△個生産を行うことで、供給多元化を図り、 
▲▲の供給途絶可能性を低減させる。

https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/supplychain/info-4/naiyou.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/supplychain/info-4/faq_210406.pdf


完了年月日 [必須] ●●●● 年 ●● 月 ●● 日　（見込み年月日を記載のこと）

総事業費概算
（単位：百万円） [必須]

●●●●  百万円

 
※詳細は、「事業経費概算書（様式第１(別紙２））」を「Ⅲ.事業提案に関する詳細資料(2)事業経
費概算書」にて添付。

補助申請経費概算（補助対象経費）
（単位：百万円） [必須]

●●●●  百万円

 
※詳細は、「事業経費概算書（様式第１(別紙２））」を「Ⅲ.事業提案に関する詳細資料(2)事業経
費概算書」にて添付。

補助交付希望金額
（単位：百万円） [必須]

●●●●  百万円

 
※事業経費概算書（様式（別紙2））にある、シート【（参考）補助金交付希望額の算出方法】に
表示される補助交付希望額を転記すること

事業経費の調達見込み
（補助予定分を含む）
[必須]

●●●●  百万円

 
※下記に調達先と調達金額を記入。詳細な収支計画（資金調達計画を含む。）は、「Ⅲ.事業提
案に関する詳細資料(1)-③収支計画」に添付すること。

調達先① [必須] ●●●●

調達金額① [必須] ●●●● 　百万円

調達先②

調達金額② 　百万円

調達先③

調達金額③ 　百万円

導入予定設備の概要 [必須]

※導入予定設備の概要・規模・金額などを明記すること。
導入予定設備の仕様・先進性の有無などの詳細説明は、
「Ⅲ.事業提案に関する詳細資料(1)-④導入予定の設備の内容」にて添付すること。
 

 
（500文字まで）

製造する製品・部素材の海外生産割合や一国集中度
 
【補助事業の要件】
製造する製品・部素材の海外生産割合が50%以上であること、また、一国への集中度が15%以上であること。
※　なお、これらの算出方法、根拠となるデータ（各種統計・業界データ・調査報告等）を申請書類に必ず添付してください。

製造する製品・部素材の海外生産割合 [必須]

※申請者が生産しようとする製品・部素材について、国内市場規模等に占める海外からの輸入
額の割合
 

50 　%

一国への集中度 [必須]

※申請者が生産しようとする製品・部素材について、国内市場規模等に占める最大輸入国から
の輸入額の割合
 

15 　%

単位の指定 [必須]

※市場規模や輸入量、金額など★印のある項目への入力については
ここで指定した単位にて統一をお願いします。 
 

円 t（トン） 

その他

補助事業で製造される製品の
日本国内市場規模
[必須]

●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

そのうちの総輸入量 ※海外から日本へ輸入される当該製品の量、もしくは金額



（もしくは金額）  [必須]  

●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

当該製品のHSコード [必須]
●●●●

 
※HSコードにつきましては、税関：輸出統計品目表（2021年版）をご確認下さい

最大輸入国の地域 [必須]

最大輸入国からの
輸入量（もしくは金額） 
[必須]

●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

海外生産割合の算出について、一国への集中
度の算出について
（様式第1（別紙3）（別紙4）） [必須]

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

上記、様式第1（別紙3）（別紙4）の内容の
根拠となるデータ

※各種統計・業界データ・調査報告等
 

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

自社における当該品目の生産拠点の割合

事業実施前の生産体制

自社における当該品目の総生産量 [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

うち日本での生産量 [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

事業実施国の生産量

インドネシア [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

シンガポール [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

その他 [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

上記実施国以外の生産量　※①は上位１位を、以下順に　②は２位、③は３位の順に記載のこと。

現在の海外生産地域①

海外生産国①での現在の生産量 ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

現在の海外生産地域②

海外生産国②での現在の生産量 ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

現在の海外生産地域③

海外生産国③での現在の生産量 ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

現在の海外生産地域④

海外生産国④での現在の生産量 　★上記で選択した単位に合わせて入力

現在の海外生産地域⑤

海外生産国⑤での現在の生産量 　★上記で選択した単位に合わせて入力

事業実施後の生産体制

自社における当該品目の総生産量 [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

うち日本での生産量 [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

事業実施国の生産量

インドネシア [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

シンガポール [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

https://www.customs.go.jp/yusyutu/2021_1/index.htm


その他 [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

本補助事業による
事業実施国での生産増加量
[必須]

●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

上記実施国以外の生産量　※①は上位１位を、以下順に　②は２位、③は３位の順に記載のこと。

事業実施後の海外生産国・地域①

事業実施後の海外生産国①での生産量 ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

事業実施後の海外生産地域②

事業実施後の海外生産国②での生産量 ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

事業実施後の海外生産地域③

事業実施後の海外生産国③での生産量 ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

事業実施後の海外生産地域④

事業実施後の海外生産国④での生産量 　★上記で選択した単位に合わせて入力

事業実施後の海外生産地域⑤

事業実施後の海外生産国⑤での生産量 　★上記で選択した単位に合わせて入力

自社における現在の生産拠点の集中度
及び補助事業による多元化の効果の根拠資料

※　事業実施前・後について根拠となる算出方法、統計等のデータ、など記載のこと。
 

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

日ASEANサプライチェーン強靭化への貢献度　 

本事業の導入予定設備から生産される製品等の生産増加量、流通先など
※下記(a)～(d)の該当する区分毎に、本補助事業による製品等の生産増加量に占める割合を記載すること。
※また、事業年次毎に異なることが予想される場合は、その旨明示的に記載し根拠資料を添付すること。
 
(a)日本への輸出
(b)自国内での流通（消費）
(c)ASEAN域内他国への輸出
(d)ASEAN域外への輸出
 
※該当無しの場合は、0を入力すること

本補助事業による
事業実施国での生産増加量
[必須]

●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

(a)日本への輸出

輸入量 [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

生産増加量に占める割合 [必須] ●● 　%

(b)自国内での流通（消費）

事業実施国内の流通量  [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

生産増加量に占める割合 [必須] ●● 　%

(c)ASEAN域内他国への輸出

輸入量 [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

生産増加量に占める割合 [必須] ●● 　%

(d)ASEAN域外への輸出

輸入量 [必須] ●●●● 　★上記で選択した単位に合わせて入力

生産増加量に占める割合 [必須] ●● 　%



事業年次毎に異なる場合の根拠資料 選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

事業の重要性を示す情報
 
本事業において生産される品目について、下記のいずれかに該当する場合は該当項目の欄に概要を記載すること。

事業対象となる製品・部素材が、我が国国民が健康な生活を営む上で重要であると判断される根拠

 
（500文字まで）

※統計資料等、第三者の発行するエビデンスな
ど、根拠資料を添付

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

事業対象となる製品・部素材が、レアメタル・レアアース、半導体、電子部品等、サプライチェーン上の上工程に属し、途絶した場合の影響が甚大で
あると判断される根拠

 
（500文字まで）
 
※定量的な根拠をもってその内容・程度について記載すること。必要に応じて根拠資料を添付。

※統計資料等、第三者の発行するエビデンスな
ど、根拠資料を添付

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

 

戻る  次へ

 
【お問い合わせ】

ジェトロ　海外サプライチェーン多元化等支援事業支援事務局
TEL：03-3582-5410/E-mail：scs@jetro.go.jp

 

お客様がこのページから送信される情報は、SSL（Secure Socket Layer）暗号化
通信により保護されています。

Copyright (C) 1995-2021 JETRO. All rights reserved.
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●●●●
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 海外サプライチェーン多元化支援事業（第四回公募）

【設備導入補助型】

事業概要提案（様式第1（別紙1)）入力フォーム

公募締切︓2021年4⽉26⽇（⽉曜）17時00分必着

※「申請書類提出フォーム記⼊例（様式第１（別紙１））」 をご覧の上、ご⼊⼒ください。 
※第四回公募FAQ（よくある質問） こちらも合わせてお読み下さい。
 
※フォームへの⼊⼒は120分で切断されます。記⼊内容も保存されません。記⼊時間が120分を超える場合はメモ帳など
への保存をおすすめします。
※回答欄は、簡潔に記⼊をお願いします。ただし、「別添の通りのみ」だけの記載は採点対象外となります。
※ファイルの添付につきましては、様式第１別紙２「事業経費概算」はExcelファイル、その他ファイルはPDFファイル
にて添付願います。

Ⅲ.事業提案に関する詳細資料
 
※添付ファイル名への環境依存文字の使用はお控えください。また、Macで作業される場合は、文字化けを避けるためzipファイル内の各
ファイル名を半角英数字としてください。

(1)事業計画書

(1)-①実施体制図 [必須]

※協業企業がある場合には、申請者、協業企業のそれぞれの役割について説明を記載すること。
 

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

(1)-②スケジュール [必
須]

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

(1)-③収支計画 [必須] 選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

(1)-④導入予定の設備の
内容 [必須]

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

(1)-⑤生産品目の説明
[必須]

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

(1)-⑥その他 選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：PDF）

(2)事業経費概算書
 
[必須]

※「事業経費概算書」様式１（別紙２）は、ホームページよりダウンロードの上、Excelのまま添付
 

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：2MBまで/ファイル形式：Excel）

(3)申請者（・協働者）、事
業実施法人概要の会社
概要 [必須]

※既存のパンフレット等の資料で可。なお、役員等一覧が含まれていない場合は、添付すること。
また、事業実施法人の資本出資構成が証明できる資料も合わせてこちらに添付すること。
PDFファイルが複数ある場合は、ZIPファイルにて添付のこと。
 

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：5MBまで/ファイル形式：PDForZIP）

(4)補助申請者の直近3年
の決算報告書と財務諸表
[必須]

※単体ベース。連結がある場合には連結決算も併せて提出。なお、設立後3年未満の場合は、提出可能な
年のものを提出。併せて銀行発行の預金残高証明書（直近及び2か月前のもの）を提出。
PDFファイルが複数ある場合は、ZIPファイルにて添付のこと。
 

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：5MBまで/ファイル形式：PDForZIP）

(5)その他参考資料

※生産拠点の集中度や多元化の効果などに関するデータ、供給が途絶した場合の影響についての説明資
料等を添付
 

選択されていませんファイルを選択 （ファイルサイズ：5MBまで/ファイル形式：PDF）

 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/supplychain/info-4/naiyou.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/services/supplychain/info-4/faq_210406.pdf
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