
2022年度
IT導入補助金
活用のご提案

本資料は、株式会社オルセルの機密情報であり、同社の所有物です。
コンテンツの一部または全部を複製することを禁じます。

This material is confidential and the property of ALSEL co.,Ltd.
Reproduction in whole or in part of the contents is prohibited.



2

補助金概要

2022年度のIT導入補助金が始まりました！

2交付申請の手引き  https://www.it-hojo.jp/r03/doc/pdf/r3_application_manual.pdf#page=7 より

https://www.it-hojo.jp/r03/doc/pdf/r3_application_manual.pdf#page=7
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補助金概要

補助額について

3交付申請の手引き  https://www.it-hojo.jp/r03/doc/pdf/r3_application_manual.pdf#page=7 より

これまでと計算方法が異なるので注意！

https://www.it-hojo.jp/r03/doc/pdf/r3_application_manual.pdf#page=7
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株式会社オルセル会社概要

オルセルは今年度も補助事業者に認定されております

株式会社オルセル  / ALSEL Co., Ltd.
所在地 東京都千代田区飯田橋2−11−10　山田ラインビルⅢ 9F

TEL 03-6380-4571 FAX 03-6380-4572

設立 2007年8月10日 代表 齋藤　竹紘

URL https://alsel.co.jp/ 関連会社 クロスオーバー株式会社

主な事業内容 ECソリューション事業、WEBマーケティングソリューション事業、通販事業

取引先一例 中小企業、広告代理店、地方自治体、商工会議所、新聞社、等4,000社越

MVP受賞店舗から家族で運営している小

規模店舗まで、4000社以上の

多種多様な規模・業種・商材・プラット

フォームに関してサポートをしてまいりまし

た。

2018年よりIT導入補助金の
補助事業者となり、以来対象の事業者
様には補助金を活用したご提案をさせ
ていただいております。

中小機構のyoutubeにて

SEOの講師もさせていただ

いております

https://ec.smrj.go.jp/dom
estic/6/4-1/

https://alsel.co.jp/
https://ec.smrj.go.jp/domestic/6/4-1/
https://ec.smrj.go.jp/domestic/6/4-1/


トップページ制作(PC・スマホ)

￥370,000商品移行 50商品(CSVで情報提供の場合 )

初期設定

楽天市場出店費用1年分 ￥294,000

税抜 ￥664,000

合計 ￥730,400(税込)
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補助金活用例

IT導入補助金を使ってできること①

・・・

補助対象：制作費用＋ツール利用料（ 1年分）

ご活用例

補助金活用で・・・
補助率：¾
補助額：￥498,000

（計算）

ご契約金額税込：664,000×1.1＝730,400
補助額：664,000×3÷4＝498,000
実質負担：730,400-498,000＝232,400

💡 新規モールをスタートする

出店費用
より安い

実質ご負担額：

232,400円
68%
OFF
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補助金活用例

IT導入補助金を使ってできること②

ページ移行費 ￥100,000

初期設定費 ￥40,000

MakeShop出店費用1年分 ￥132,000

税抜 ￥272,000

合計 ￥299,200(税込)

💡 独自ドメインECをスタートする

…

補助対象：制作費用＋ツール利用料（ 1年分）

ご活用例

補助金活用で・・・
補助率：¾
補助額：￥204,000

（計算）

ご契約金額税込：272,000×1.1＝299,200
補助額：272,000×3÷4＝204,000
実質負担：299,200-204,000＝95,200

既に持っている楽天市場のデザインを利用して
MakeShopを使用して独自ドメインでECサイトを作る

出店費用
より安い

実質ご負担額：

95,200円
68%
OFF
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補助金活用例

IT導入補助金を使ってできること③

トップページ制作(テーマベース) ￥100,000

ブランドコンセプトページ制作 ￥50,000

商品登録×3 ￥50,000

初期設定費 ￥40,000

MakeShop出店費用1年分 ￥132,000

税抜 ￥372,000

合計 ￥409,200(税込)

💡 新規事業をスタートする

ご活用例

補助金活用で・・・
補助率：¾
補助額：￥280,500

（計算）

ご契約金額税込：372,000×1.1＝409,200
補助額：372,000×3÷4＝279,000
実質負担：409,200-279,000＝130,200

MakeShopを使用して
新規に化粧品ブランドサイトを作る

「今まで扱っていない商材の販売にチャレンジしたい」
→健康食品事業や化粧品等を自社で小ロットで開発して独自ブランドで販売する等、
　新規事業にチャレンジする方が増えています！

出店費用
より安い

実質ご負担額：

130,200円
68%
OFF
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補助金活用例

IT導入補助金を使ってできること④

Shopify構築・初期設定 ￥100,000

トップページ ￥100,000

商品登録50商品(CSVで情報提供の場合 ) ￥25,000

Shopify出店費用1年分($29/月) ￥42,663

税別 ￥267,663

合計 ￥294,429(税込)

💡 集客を増やす施策を打つ

ご活用例

補助金活用で・・・
補助率：¾
補助額：￥200,747

（計算）

ご契約金額税込：267,663×1.1＝294,429
補助額：267,663×3÷4＝200,747
実質負担：294,429-200,747＝93,682

Shopifyを使用して
自社で集客に取り組める環境を作る

「自社で集客に取り組みたい」
→Shopifyがおすすめです！
　ブログとSNSとの連携・Googleショッピングとの連携
　既存のショップとは別のメディアサイトを作り、そこから購入につなげていく

実質ご負担額：

93,682円
68%
OFF
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補助金活用例

IT導入補助金を使ってできること⑤

💡 越境ECをはじめる

円安の今、越境ECはチャンス
Shopifyは越境ECに最適なプラットフォームです。

ご活用例 ※税別表示

補助金活用で・・・
補助率：¾
補助額：￥365,747

（計算）

ご契約金額税込：487,663×1.1＝536,429
補助額：487,663×3÷4＝365,747
実質負担：536,429-365,747＝170,682

既に持っている楽天市場のデザインを利用して
MakeShopを使用して独自ドメインでECサイトを作る

Shopify構築・初期設定(越境仕様 ) ￥200,000

トップページ(越境仕様 ) ￥220,000

商品登録50商品(CSVで情報提供の場合 ) ￥25,000

Shopify出店費用1年分($29/月) ￥42,663

税別 ￥487,663

合計 ￥536,429(税込)

実質ご負担額：

170,682円
68%
OFF
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補助金概要

申請の流れ・必要書類

10

申請の流れ 必要情報・書類など 所要時間

①「gBizID プライム」アカ
ウントの取得

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf#page=3
こちらから「gBizID プライム」アカウントを取得
❏ 印鑑証明書（個人事業主は印鑑登録証明書） ※発行日より３ヶ月以内の原本
❏ 登録印鑑で押印した申請書　これらを郵送します。

2週間

②「SECURITY ACTION」
宣言

https://security-shien.ipa.go.jp/security/entry/
こちらから「★ 一つ星」を取得

10分

③申請マイページへの招
待

会社名/屋号/商号・担当者名（フルネーム）・担当者メールアドレス
をオルセル担当者へお知らせください。

オルセル

④申請マイページ開設 ❏ gBizIDプライムアカウント（①で取得） 5分

⑤交付申請の作成開始
＊申請はWEB上で完結し
ます

必要情報：　https://www.it-hojo.jp/r03/doc/pdf/r3_application_manual.pdf#page=19
（法人の場合）
❏ 履歴事項全部証明書
　※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）
　※直近分のもの
　※税務署の窓口にて発行されているもの
　※XML形式の納税証明データシート等は不可

（個人事業主の場合）
❏ 運転免許証または運転経歴証明書または住民票
　※３ヶ月以内に発行されたもの
　※運転免許証は交付申請日が有効期限内のもの
　※免許証の裏面に変更履歴が記載されている場合は、裏面も提出
❏ 所得税の納税証明書（その１またはその２）
　※直近分のもの
　※税務署の窓口にて発行されているもの
　※XML形式の納税証明データシート等は不可
❏ 所得税確定申告書B
　※税務署が受領した直近分のもの
　※税務署が受領したことがわかるもの

1〜2時間

⑥交付申請情報の入力 IT導入支援事業者担当者情報、計画数値、導入するITツール情報の入力をします。 オルセル

⑦交付申請情報の入力 申請マイページにログインし、申請要件の確認、賃金情報、申請内容の確認をします。 30分〜1時間

⑧SMS認証・提出 SMS認証による本人確認を行い交付申請完了 10分

申請時に適宜ご案内させていただきます

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf#page=3
https://security-shien.ipa.go.jp/security/entry/
https://www.it-hojo.jp/r03/doc/pdf/r3_application_manual.pdf#page=19
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申請スケジュール・補助金活用のご相談

補助金活用について・施策など
＼お気軽にお問い合わせください／

03-6675-9902（10:00〜18:00）

info@alsel.co.jp

申請
スケジュール

1次締切分 2次締切分 3次締切分 4次締切分

申請締切日
4月20日

(水)17:00
5月16日
(月)17:00

5月30日
(月)17:00

6月13日
(月)17:00

交付決定日
5月27日
(金)17:00

6月16日
(木)17:00

6月30日
(木)17:00 後日案内予定

1次申請からトライすれば、一度不採択になってももう1度申請チャンスがあります！

mailto:info@alsel.co.jp

