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本補助金における

・交付申請

・遂行状況報告

・実績報告

・精算払請求

・計画変更

・概算払請求

・中止・廃止承認申請

・事業承継承認申請

はＪグランツから行っていただくこととなっております。

申請方法・入力項目の内容については、

上記目次４．の該当ページをご参照ください。



2

1．チャットボットの操作方法

⚫ jGrantsの操作に関するご質問にチャットボットがお答えします。

画面右下のチャットボットを押下し、表示されるカテゴリから選択してく
ださい。質問文を入力することも可能です。
なお、チャットボットはjGrantsの操作に関するご質問に対応しています。
ものづくり補助金個別のご質問はチャットボットではお答えできませんの
で、ものづくり補助金事務局サポートセンターにお問い合わせください。

手順

回答が表示されます。

質問を入力して調べることができます。

短文・単語での入力が円滑です。
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ログインまでの流れ

ログイン完了

gBizIDでの認証（二要素認証）

携帯電話に送信されてきたコードを入力/専用
アプリにて認証を行います。

gBizIDプライムアカウントによりjGrantsにログイン

jGrants上の「ログイン」ボタンを押下します。

動作環境：Edge, Chrome, Firefox, Safariの最新バージョンをご利用ください。
Internet Explorerは一部画面が崩れるなどご利用に制約があります

https://www.jgrants-portal.go.jp/

gBizID メンバーを利用する場合

gBizID のサイトにてgBizID プライムアカウントを持つ代表者がメンバー
アカウントを作成

gBizID メンバーアカウントにてアカウント情報登録手続きを実施

gBizID プライムアカウントを持つ代表者がメンバーアカウントの利用可
能サービスの設定を実施

注意：プライムアカウントからメンバーアカウントごとにjGrants利用を可能
とする設定が必要です。

2．事業者専用画面へのログイン

https://www.jgrants-portal.go.jp/
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2．事業者専用画面へのログイン

トップページから画面右上の「ログイン」ボタンを押下します。手順1

ログイン画面の「GビズIDでログインする」ボタンを押下します。手順2

アカウントID、パスワードを入力して「ログイン」ボタンを押下します。手順3

Jグランツではタイムアウトは設けていませんが、ログインしてから3時間が経過した
後ボタン押下等の操作を行うとログイン画面に戻ります。また、ブラウザのキャッシュ
クリア等を行った場合もログアウトされますので、ご注意ください。

⚫ jGrantsには以下のようにログインしてください
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2．事業者専用画面へのログイン

⚫ jGrantsには以下のようにログインしてください

ワンタイムパスワード認証を行います。手順4

ログインが完了すると「マイページ」画面へのリンクとログインした方の
氏名（ユーザー名）が表示されます。

【アプリ認証】【ワンタイムパスワード認証】

出典：GビズIDクイックマニュアルgBizIDプライム編

登録したSMS受信用電話番号にワンタイムパスワードが連携されます。gBizIDプライム又は
メンバーの所有者とログイン者が異なる場合、社内担当者と都度連携をとる必要が生じます
ので、お手数ですが従業員用アカウントであるgBizIDメンバーの発行をお願いします。

※gBizIDメンバーでうまくログインできない場合：
プライムアカウントを持つ代表者においてメンバーアカウント利用可能サービスに
jGrantsを設定する操作が必要です。
以下のGビズIDマニュアルをご参照のうえプライムのアカウントから設定ください。

https://gbiz-id.go.jp 「トップページ」→「マニュアル」→「利用者向けマニュアル」から、
「GビズIDクイックマニュアルgBizIDメンバー編」を参照

手順５

https://gbiz-id.go.jp/
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⚫ 初回ログイン後にログアウトを行う際は、ポップアップの許可を行う必要があります。

ユーザー名から、ログアウトを押下します。手順1

「ポップアップがブロックされました」という表示が出るため、ポップ
アップブロックマークを押下します。初期設定では「ブロックする」に
なっているため、「ポップアップとリダイレクトを常に許可する」を選択
し、完了ボタンを押下します。

手順2

ポップアップの許可を行うと、2回目以降のログアウト時は、別のタブでGビ

ズIDのログアウトページが表示されます。

上記の操作を行わない場合、正常にGビズからログアウトできていない状態
となります。

https://www.jgrants-portal.go.jpの

https://www.jgrants-portal.go.jp

https://www.jgrants-portal.go.jp

https://www.jgrants-portal.go.jp

2．事業者専用画面へのログイン - 初回ログアウト -

ポップアップ

ブロックマーク
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マニュアル株式会社

○ ×丁目×番×号

山田

太郎

3．自社情報の確認 - 機能概略 -

⚫ 自社情報（アカウント情報）を管理し、更新することができます。

⚫ 同一事業者であればGビズIDプライムアカウントからもGビズIDメンバーアカウントか
らも同一の情報が参照できます。

■GビズIDの登録内容

■登録情報の追加・変更

GビズIDに登録されている情報が自動で表示されます。表示されている情報

は、jGrants2.0上から編集はできません。編集したい場合は、GビズIDの

ウェブサイトに移動して情報の更新してください。

上記の項目より詳細な情報を入力できます。この部分であらかじめ情報を入

力しておくと、補助金の申請時の入力時に自動で反映されるため、情報を都

度入力する必要がなくなり便利です。
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3．自社情報の確認 – 確認・編集方法 -

自社情報の確認ができます。「登録情報の追加・変更」は自社情報の修
正ができます。

手順2

②

①① ユーザー名の右側にある「▼」ボタ

ンを押下します

② 下に出てくる「自社情報の確認・編

集」を押下します

「自社情報の確認・編集」ページで

「登録情報の追加・変更」までスクロール
してください。

入力後、「保存する」ボタンを

押すと保存できます

（修正したい場合も同様です）

トップページの右上にあるログイン中のアカウント名の右にある「▼」
ボタンを押下し、「自社情報の確認・編集」ボタンを押下します。

手順1
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4．各種申請
4-1 各種申請の共通操作

⚫ 各種申請したい補助金を、jGrants2.0に登録されている補助金の一覧から検索できます。

⚫ 検索結果から各種申請に必要な情報を入力し、申請をすることができます。

ここから先はGビズIDでのログイン後のみ操作可

① 申請したい補助金を探す

② 補助金の内容を確認する

③ 申請をする

ものづくり補助金〔一般型・グローバル展開型〕（５次締切）

ものづくり補助金〔一般型・グローバル展開型〕（５次締切）

Sample

Sample
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4-1 各種申請の共通操作 – 申請の流れとステータス –

⚫ 申請フォーム入力の流れは以下のとおりです。

事業者 事務局

■ステータスの流れ

下書き中

申請済み

差戻し対応中

通知済み
マイページより事業を選択した画面の「通知文
面」より審査結果を確認できます。

まだ申請されていません。申請の内容を編集
できます。

棄却済み

申請が完了しています。申請内容の修正や取
消はできません。

申請内容を修正し「申請す
る」を押下します。申請済み
に戻ります。

事業が棄却されました。この
先の手続きには進めません。

提出書類の不足など、
申請不備がないか？

なし

あり

審査中

ステータス名 ステータスの説明

下書き中 申請画面で、「一時保存する」ボタンを押下した後の状態です。

申請済み 申請画面で、「申請する」ボタンを押下した後の状態です。

差戻し対応中 申請内容が、事務局から差戻しをされた後の状態です。

棄却済み 申請内容が、事務局に棄却された後の状態です。

通知済み 事務局より各種の通知が発出された後の状態です。

■ステータス一覧
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4-1 各種申請の共通操作 ー 補助金の検索と補助金情報の確認 ー

手順１ 検索したい補助金名のキーワードを入力し、「検索」を押下して補助金を
検索します。以下は「ものづくり補助金」と入力した例です。

✓ 補助金一覧に表示される補助金の順番は下記のとおりです。

✓ 「募集期間内のものを表示」にチェックがある場合

→ 募集期間（締切日）の早い順に表示

✓ 「募集期間内のものを表示」にチェックがない場合

→ 登録日の早い順（新しく作成された補助金順）に表示

⚫ 補助金の検索方法をご紹介します。

採択された締切回に応じた補助

金名を選択してください。
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申請対象の補助金のリンクを押下すると、補助金の申請詳細画面に遷移
します。

手順２

4-1 各種申請の共通操作 ー 補助金の検索と補助金情報の確認 ー

⚫ 補助金情報の確認方法をご紹介します。

10,000,000円

本マニュアルでは4次締切で採択と
なった場合を表示しています。5次
締切以降で採択となった事業者の方
は、ご自身が採択となった締切回を
選択してください。

Sample
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申請する場合は、画面下部の「申請する」ボタンを押下します。

「一覧に戻る」ボタンを押下すると、「補助金を探す」画面に戻ります。

※GビズIDのログイン後でないと「申請する」ボタンは表示されません。

手順３

4-1 各種申請の共通操作 ー 補助金の検索と補助金情報の確認 ー

ログイン前

ログイン後

一般型・グローバル展開型の

「申請する」ボタンを押下します。

※「申請する」ボタンの押下は一度だ

けにし てください。

ログイン前は「申請する」ボタ

ンが表示されません。

各種申請手続きへ。

Sample

Sample



14

4-1 各種申請の共通操作 ー 一時保存した申請内容の再編集方法 ー

一時保存したデータを再編集する場合はマイページから事業名を押下してください。

※複数申請となることを防止するため、「補助金を探す」は使用せずに、マイページ

から探すようにご注意ください。

⚫ 一時保存した申請内容を、再編集する際の方法をご紹介します。

一時保存したデータは申請ステータスが「下書き中」

と表示されています。再編集して申請することができ

ます。

Sample

Sample
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4-1 各種申請の共通操作 ー 申請済内容の確認方法 ー

申請ステータスが「申請済み」となり申請完了日時

が入力されていれば、申請が完了しています。

申請済みの場合、申請内容の修正はできません。

申請した情報は、マイページから確認が可能です。

Sample
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4-2 交付申請

申請情報を入力したら、「申請する」を押下してください。

まだ申請しない場合は、「一時保存する」を押下してください。

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています

✓ 「一時保存する」ボタンは画面下部に常に押下できるよう配置されています。

✓ 「一時保存する」ボタンを押下したデータは「マイページ」から再編集（再編集

の方法は本入力ガイドP.14を参照）できます。

⚫ 申請フォームに入力します。

申請フォームへの入力

Sample
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★の項目には、GビズID等の事業者情報が転記されています。

こちらの情報は、申請画面での編集ができません。

編集の必要がある場合は「Gビズサイト」にて編集を行ってください。

4-2 交付申請

事業者基本情報

①

②

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

また①、②の項目は、画面右上の「自社情報の確認・編集」で事前入力いただい

た情報が自動転記されます。ブランクとなっている場合は、画面右上の「自社情

報の確認・編集」での入力をお願いします。
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4-2 交付申請

申請担当者の連絡先

不明点や修正箇所が生じた場合など、事務局からの連絡が、ここで登録

いただいた宛先に届くことがございます。

GビジネスIDの登録情報が表示されますので、GビジネスIDの登録情報

と本補助金のご担当者が異なる場合は、本補助金ご担当者へ内容を変更

してください。

①
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4-2 交付申請

①「事業の名称」

応募申請時の「事業計画名」を30文字以内で記載してください。

30文字以上の場合は、途中で切るか、要約したものを入力してください。

②「事業開始日の決定方法」

「交付決定日から開始」を選択してください。

③「事業開始日」「事業終了日」

事業開始日については、入力不要です。

事業終了日は一般型の場合は採択発表日の12か月後、グローバル展開型の場合は

採択発表日の1４か月後を入力してください。

④「補助事業に要する経費」「補助対象経費」「補助金交付申請額」

別途ご提出いただく「経費内訳」の「事業に要する経費」、「本事業の補助対象経

費」、「補助金交付申請額の合計欄」の金額を入力してください。

①

②

③

④

事業基本情報

事業開始日（公募・交付申請時） 事業終了日（公募・交付申請時）

事業の名称

補助事業に要する経費（合計） 補助対象経費（合計）

補助金交付申請額（合計）
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4-2 交付申請

「事業計画書等一式」･･･①

事業計画書等交付申請に必要な書類一式を全てzipファイル形式で、登録してください。

※補助事業計画書は電子申請システムサイトよりダウンロードしたWord形式のままZipファイ
ルに保存してください。

※ファイル容量が16MB以下となるよう、調整してください。やむを得ず16MBを超える場合
は、分割のうえ、③の添付ファイル欄を使用してください。

＜zipファイルにまとめる書類＞ ※該当しない書類は提出の必要はありません。

１．補助事業計画書（Word形式）

２．見積書（相見積りを含みます。）

３．履歴事項全部証明書の写し（法人）／確定申告書（第１表）の写し（個人）

４．経営革新計画承認書（申請中で加点申請した場合）

５．経営革新計画申請書の受理印が押された資料（申請中で加点申請した場合)

６．事業継続力強化計画認定書（申請中で加点申請した場合）

７．事業継続力強化計画申請書の受理印が押された資料（申請中で加点申請した場合）

８．補助事業計画書別紙（技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知
的財産権等関連経費の詳細）

※応募申請時に提出した「補助事業の具体的取組内容」および「将来の展望」に変更がある
場合は、変更後のファイルも提出してください。

「経費明細書」･･･② 「会社全体の事業計画」･･･④※5次締切以降の場合

必ず、電子申請システムサイトよりダウンロードしたExcelファイルを使用してください。

ファイル名に事業者名を追加してください。

（例）経費明細表_040001_ものづくり商店

②①

③

事業詳細

【４次締切の場合】

【５次・６次締切の場合】

③

②

①

④

７次～9次は次のページ
10次以降は21ページ をご覧ください。



21

4-2 交付申請

①「事業計画書等一式」

事業計画書等交付申請に必要な書類一式をExcelファイル形式で、登録してください。

※このExcelファイルは応募申請時に電子申請システムに入力いただいた内容をもとに作成し

ています。応募申請時から補助事業計画に変更・修正がある場合は、該当箇所を変更のう

え、提出をお願いします。

※ファイル名に事業者名を追加してください。

（例）申請内容ファイル_ものづくり商店

＜Excelファイルに記載する内容＞

①補助事業計画書
②会社全体の事業計画書
③実績説明
④経費明細表
⑤労働者名簿一覧
⑥その他事業実施場所
⑦補助事業計画書別紙（←8次締切より追加）

②「事業計画書等一式2」

上記Excelファイル以外に提出が必要なデータを登録してください。

データが複数ある場合は、zipファイルにまとめて登録をお願い致します。

＜添付する書類＞ ※該当しない書類は提出の必要はありません。

①見積書（相見積りを含みます。）

②履歴事項全部証明書の写し（法人）／確定申告書（第１表）の写し（個人）

③補助事業計画書別紙（技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知
的財産権等関連経費の詳細）（←8次締切からは上記Excelで提出）

※応募申請時に提出した「補助事業の具体的取組内容」および「将来の展望」に変更がある
場合は、変更後のファイルも提出してください。

②①

事業詳細

【７次～9次締切の場合】

必ず、電子申請システムサイトより

ダウンロードした申請内容ファイル

（Excel）を使用してください。
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4-2 交付申請

①「申請内容ファイル一式」

電子申請システムからダウンロードします。Excelファイル形式で登録してください。

※このExcelファイルは応募申請時に電子申請システムに入力いただいた内容をもとに作成し

ています。応募申請時から補助事業計画に変更・修正がある場合は、該当箇所を変更のう

え、提出をお願いします。

※ファイル名に事業者名を追加してください。

（例）申請内容ファイル_ものづくり商店

＜記載内容＞

①補助事業計画書
②会社全体の事業計画書
③炭素生産性の向上計画（グリーン枠のみ）

④実績説明
⑤経費明細表
（13次締切以降は補助対象経費誓約書が付属します）
⑥労働者名簿一覧
⑦その他事業実施場所
⑧補助事業計画書別紙

②「その他提出書類」

現況確認資料、見積書等を、zipファイルにまとめて、登録をお願い致します。

＜添付する書類＞ ※該当しない書類は提出の必要はありません。

①現況確認資料

（法人）履歴事項全部証明書の写し／ （個人）確定申告書（第１表）の写し

②見積書（相見積りを含みます。）

※応募申請時に提出した「補助事業の具体的取組内容」および「将来の展望」に変更がある
場合は、変更後のファイルも提出してください。

提出書類

【10次締切以降の場合】

必ず、電子申請システムサイトより

ダウンロードした申請内容ファイル

（Excel）を使用してください。
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4-2 交付申請

必須項目です

利用規約に同意される場合は、「はい」を選択してください。

利用規約に同意いただけない場合は、補助金の申請を行うことができませんので、ご注

意ください。

利用規約
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4-2 交付申請

「申請する」ボタンを押下すると確認を促す画面が表示され
ます。確認後、「申請する」ボタンを押下してください。

「申請する」ボタンを押下すると、

以後は修正できなくなりますので

ご注意ください。

申請する

これで申請完了です。審査結果が出るのをお待ちください。

（審査結果の通知方法はP.49をご参照ください）

Sample
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4-3 遂行状況報告

⚫ 申請フォームに入力します。

事業及び申請の基本情報、添付資料

「担当者メールアドレス」･･･①

ＧビズＩＤの情報がプレ入力されています。変更がある場合は、Gビズサイト「プロフィール

変更」にて修正および参考様式11のご提出をお願い致します。

「様式第５」･･･②

必ず、ものづくり補助金総合サイトよりダウンロードしたWordファイルを使用してください。

また、添付する際は、WordファイルをPDFに変換してください。

ファイル名に事業者名を追加してください。（例）様式第５_ものづくり商店

「様式５別紙（経費明細表）」･･･③

必ず、ものづくり補助金総合サイトよりダウンロードしたExcelファイルを使用してください。

ファイル名に事業者名を追加してください。 （例）様式第５別紙_ものづくり商店

①

② ③

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています
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4-3 遂行状況報告

申請情報を入力したら、「申請する」を押下してください。

まだ申請しない場合は、「一時保存する」を押下してください。

申請する

「申請する」ボタンを押下すると、

以後は修正できなくなりますので

ご注意ください。

これで申請完了です。必要に応じて事務局から連絡を行います。

✓ 「一時保存する」ボタンは画面下部に常に押下できるよう配置されています。

✓ 「一時保存する」ボタンを押下したデータは「マイページ」から再編集（再編集

の方法は本入力ガイドP.14を参照）できます。



27

4-4 実績報告

⚫ 申請フォームに入力します。

事業及び申請の基本情報

①

②

「担当者メールアドレス」･･･①

ＧビズＩＤの情報がプレ入力されています。変更がある場合は、Gビズサイト「プロフィール変

更」にて修正および参考様式11のご提出をお願い致します。

「事業の名称」･･･②

交付申請時と同じ情報を入力してください。



28

4-4 実績報告

補助事業実施期間等

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています

「事業終了日（実績）」 ･･･①

別途ご提出いただく様式第６別紙１_実績報告書（様式）に記載の「２．事業実施期間」の「完

了日」を入力してください。

「補助事業に要する経費（実績）」「補助対象経費（実績）」「補助金確定額」 ･･･②

別途ご提出いただく様式第６別紙２_実績報告_経費明細書の（Ａ）事業に要した経費、（Ｂ）

補助対象経費、（Ｃ）補助金の額の金額を入力してください。

①

②

（A）

（B）

（C）
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4-4 実績報告

⚫ 申請フォームに入力します。

実績報告資料

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています

①

「実績報告資料」･･･①②

実績報告の申請に必要な書類一式（一部を除く※）をPDFに変換して保存し、zipファイル形
式で登録してください。

※一部とは…「様式第７ 取得財産等管理台帳」（Excel）および「様式第６別紙２_実績報告_経
費明細書」（Excel） ⇒ものづくり補助金総合サイトよりダウンロードしたExcel形式のままZip
ファイルに保存してください。

※ファイル容量が16MB以下となるよう、調整してください。やむを得ず16MBを超える場合は分
割のうえ、②の添付ファイル欄を使用してください。

※zipファイルのまとめ方は、ものづくり補助金総合サイトに掲載されている【実績報告資料等作
成マニュアル】をご参照ください。

※使用していない費目および事業に関係のない書類、収録する資料（ファイル）のないフォルダー
は作成・提出不要です。

★「会社全体の事業計画」「炭素生産性の向上計画(グリーン枠)」について、これまで見込値で提
出していた基準年度の数値が確定した場合はここで改めて提出が必要です。ものづくり補助金総
合サイト(実績報告関連資料)にある様式を使用し、確定値の基となる最新の決算書と共にExcel
形式のままZipファイルに追加収録してください。

＜zipファイルにまとめる書類＞
A-1_実績報告書：実績報告書、経費明細表、クラウド利用費の内容、取得財産等管理台帳、

試作品等（成果）受領書
A-2_出納帳：預金出納帳、現金出納帳、通帳コピー（表紙含む）
A-3_預り金（専門家経費を個人払いで支払った場合のみ）：預り金元帳、納付書コピー
B：使用した費目に関する経理証拠書類すべて

B-1_機械装置・システム構築費 B-2_技術導入費 B-3_専門家経費 B-4_運搬費
B-5_クラウドサービス利用費 B-6_原材料費
B-7_外注費 B-8_知的財産権等関連経費 B-9_広告宣伝・販売促進費
B-10_感染防止対策費

②

添付もれのないように、

最終確認をお願い致します。
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4-4 実績報告

申請情報を入力したら、「申請する」を押下してください。

まだ申請しない場合は、「一時保存する」を押下してください。

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています

「申請する」ボタンを押下すると確認を促す画面が表示され
ます。確認後、「申請する」ボタンを押下してください。

申請する

「申請する」ボタンを押下すると、

以後は修正できなくなりますので

ご注意ください。

✓ 「一時保存する」ボタンは画面下部に常に押下できるよう配置されています。

✓ 「一時保存する」ボタンを押下したデータは「マイページ」から再編集（再編集

の方法は本入力ガイドP.14を参照）できます。

これで申請完了です。審査結果が出るのをお待ちください。

（審査結果の通知方法はP.49をご参照ください）
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4-5 精算払請求

⚫ 申請フォームに入力します。

事業及び申請の基本情報

①

②

「担当者メールアドレス」･･･①

ＧビズＩＤの情報がプレ入力されています。変更がある場合は、Gビズサイト「プロフィール変

更」にて修正および参考様式11のご提出をお願い致します。

「事業の名称」･･･②

交付申請時と同じ情報を入力してください。

①

②
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4-5 精算払請求

振込先情報

「振込先情報」

補助金の振込先口座の情報を正しく入力してください。 「口座名義」は入力の枠が２箇所あ

ります。それぞれ“漢字”および“カナ”を入力してください。

「通帳コピー」は下記6項目が記載された通帳コピー（当座預金の場合は当座勘定照合表や小切

手帳など）を添付してください。各項目が掲載されているページが異なる場合は、お手数ですが

該当ページをすべてコピーして添付してください。

添付資料が複数ある場合は、PDFやzipファイルにて１つにまとめて添付してください。

必須項目：１．口座名義（漢字）２．口座名義（カナ）３．店番 ４．口座番号 ５．普通／当座
の区分 ６．金融機関名、以上6点が確認できる書類

★

★

★

★

★

★

★

★

★

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています
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4-5 精算払請求

申請情報を入力したら、「申請する」を押下してください。

まだ申請しない場合は、「一時保存する」を押下してください。

「申請する」ボタンを押下すると確認を促す画面が表示され
ます。確認後、「申請する」ボタンを押下してください。

申請する

「申請する」ボタンを押下すると、

以後は修正できなくなりますので

ご注意ください。

✓ 「一時保存する」ボタンは画面下部に常に押下できるよう配置されています。

✓ 「一時保存する」ボタンを押下したデータは「マイページ」から再編集（再編集

の方法は本入力ガイドP.14を参照）できます。

これで申請完了です。審査結果が出るのをお待ちください。

（審査結果の通知方法はP.49をご参照ください）
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4-6 計画変更

⚫ 申請フォームに入力します。

事業及び申請の基本情報

①

②

「担当者メールアドレス」･･･①

ＧビズＩＤの情報がプレ入力されています。変更がある場合は、Gビズサイト「プロフィール変

更」にて修正および参考様式11のご提出をお願い致します。

「事業計画名」･･･②

交付申請時と同じ情報を入力してください。
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4-6 計画変更

計画変更の内容

「計画変更の内容」･･･①

（１）～（５）のうち、該当する変更内容にチェックを入れてください。

「上記で選択した変更内容の詳細を記入してください」･･･②

計画変更の内容の詳細がわかるように記入をお願い致します。（３）に関しては以下をご参照
ください。

※１ 補助事業実施場所を変更する場合は【変更前】【変更後】の郵便番号・住所・電話番
号・ＦＡＸ番号・事業所名それぞれ記入をお願いします。

※２ 本社移動に伴う補助事業実施場所の修正の場合は、事前にＧビズＩＤの変更手続きが必
要となります。ＧビズＩＤを後変更後、ものづくり補助金事務局サポートセンターまで
ご連絡お願い致します。

「計画変更を必要とする理由」･･･③

なぜ計画変更が必要なのか、その理由を入力してください。

「計画変更が補助事業に及ぼす影響」･･･④

この計画変更により事業に影響が出る場合はご入力ください。

①

②

③

④入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています

※１、２
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4-6 計画変更

補助事業に要する経費、補助対象経費、補助金交付申請

「補助事業に要する経費」･･･①

応募時の申請金額がプレ入力されています。変更する場合は変更後の金額をご入力ください。

変更がない場合は、プレ入力されている金額のままで構いません。

「補助対象経費」･･･②

応募時の申請金額がプレ入力されています。変更する場合は変更後の金額をご入力ください。

変更がない場合は、プレ入力されている金額のままで構いません。

「補助金交付申請額」･･･③

変更する場合は変更後の金額をご入力ください。

変更がない場合は、交付申請時の金額をご入力ください。

①

②

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています

③
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4-6 計画変更

事業終了日

「事業終了日」･･･①

応募時に入力された情報がプレ入力されています。

変更する場合は変更後の日付を選択してください。

変更がない場合は、プレ入力されている日付のままで構いません。

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています

「添付資料」･･･②

「様式第３－１の別紙１（新旧対照表）」は、補助金の配分額や補助率が変更となる場合に提
出が必要です。Excelファイル形式で添付してください。

その他添付資料がある場合は、右側の枠にて添付をお願い致します。（複数の場合はzipファイ
ルにて添付）

導入機械に変更がある場合は、見積書の提出が必要です。

※５０万円以上の場合は相見積書または業者選定理由書も必要となります。

添付資料

②

①
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申請情報を入力したら、「申請する」を押下してください。

まだ申請しない場合は、「一時保存する」を押下してください。

「申請する」ボタンを押下すると確認を促す画面が表示され
ます。確認後、「申請する」ボタンを押下してください。

申請する

「申請する」ボタンを押下すると、

以後は修正できなくなりますので

ご注意ください。

✓ 「一時保存する」ボタンは画面下部に常に押下できるよう配置されています。

✓ 「一時保存する」ボタンを押下したデータは「マイページ」から再編集（再編集

の方法は本入力ガイドP.14を参照）できます。

これで申請完了です。審査結果が出るのをお待ちください。

（審査結果の通知方法はP.49をご参照ください）

4-6 計画変更
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⚫ 申請フォームに入力します。

事業及び申請の基本情報

①

②

「担当者メールアドレス」･･･①

ＧビズＩＤの情報がプレ入力されています。変更がある場合は、Gビズサイト「プロフィール変

更」にて修正および参考様式11のご提出をお願い致します。

「事業計画名」･･･②

交付申請時と同じ情報を入力してください。

4-7 概算払請求
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4-7 概算払請求

概算払請求情報

①

②

「概算払請求情報」･･･①

概算払請求額および概算払を必要とする理由をご入力ください。

「証拠書類」･･･②

概算払請求金額の根拠となる証拠書類の写しを添付してください。
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概算払請求情報

★

★

★

★

★

★

★

★

★

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています

「振込先情報」

補助金の振込先口座の情報を正しく入力してください。 「口座名義」は入力の枠が２箇所あ

ります。それぞれ“漢字”および“カナ”を入力してください。

「通帳コピー」は下記6項目が記載された通帳コピー（当座預金の場合は当座勘定照合表や小切

手帳など）を添付してください。各項目が掲載されているページが異なる場合は、お手数ですが

該当ページをすべてコピーして添付してください。

必須項目：（１．口座名義（漢字）２．口座名義（カナ）３．店番 ４．口座番号 ５．普通／当
座の区分 ６．金融機関名、以上6点が確認できる書類）

4-7 概算払請求
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申請情報を入力したら、「申請する」を押下してください。

まだ申請しない場合は、「一時保存する」を押下してください。

「申請する」ボタンを押下すると確認を促す画面が表示され
ます。確認後、「申請する」ボタンを押下してください。

申請する

「申請する」ボタンを押下すると、

以後は修正できなくなりますので

ご注意ください。

これで申請完了です。審査結果が出るのをお待ちください。

（審査結果の通知方法はP.49をご参照ください）

✓ 「一時保存する」ボタンは画面下部に常に押下できるよう配置されています。

✓ 「一時保存する」ボタンを押下したデータは「マイページ」から再編集（再編集

の方法は本入力ガイドP.14を参照）できます。

4-7 概算払請求
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★の項目には、GビズID等の事業者情報が転記されています。

こちらの情報は、申請画面での編集ができません。

編集の必要がある場合は「Gビズサイト」にて編集を行ってください。

4-8 中止・廃止承認申請

事業者情報

★

★

★ ★

中止・廃止の内容

①には、様式３－２ 中止（廃止）承認申請書に記載された内容をそのまま記載

してください。できるだけ詳細にお願い致します。

②には、様式３－２ 中止（廃止）承認申請書を添付してください。

①

②

⚫ 申請フォームに入力します。

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています
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申請情報を入力したら、「申請する」を押下してください。

まだ申請しない場合は、「一時保存する」を押下してください。

「申請する」ボタンを押下すると確認を促す画面が表示され
ます。確認後、「申請する」ボタンを押下してください。

申請する

「申請する」ボタンを押下すると、

以後は修正できなくなりますので

ご注意ください。

これで申請完了です。承認結果が出るのをお待ちください。

✓ 「一時保存する」ボタンは画面下部に常に押下できるよう配置されています。

✓ 「一時保存する」ボタンを押下したデータは「マイページ」から再編集（再編集

の方法は本入力ガイドP.14を参照）できます。

4-8．中止・廃止承認申請
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★の項目には、GビズID等の事業者情報が転記されています。

こちらの情報は、申請画面での編集ができません。

編集の必要がある場合は「Gビズサイト」にて編集を行ってください。

4-9 事業承継承認申請

事業及び申請の基本情報

⚫ 申請フォームに入力します。

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています

★ ★

★ ★

✓ 事業承継の申請は補助事業を承継する前にサポートセンターにご連絡してから

行ってください。サポートセンターにて様式のご提供をします。

✓ 申請が必ず承認されるとは限りませんのでご了承ください。
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4-9 事業承継承認申請

申請内容

⚫ 申請フォームに入力します。

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています

①

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

①には、どのような承継を行ったか「法人成り、吸収合併、新設分割」等をご

記入ください。

②には、なぜ①の承継を行ったかの理由をご記入ください。できるだけ詳細に

お願いいたします。

③には、承継先の法人／屋号の名称をご記入ください。

④には、承継先の事業者の法人番号／事業者識別番号をご記入ください。

⑤には、承継先の代表者の氏名をご記入ください。

⑥には、承継先の住所をご記入ください。

⑦には、承継を行うことで補助事業の実施体制や内容等で変更する事項につい

てご記入ください。
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4-9 事業承継承認申請

添付資料

⚫ 申請フォームに入力します。

入力が必須の項目は「必須」マークが

ついています

① ②

③ ④

⑤ ⑥

⑦

①には、「承継に関する当事者の契約書案の写し」を添付してください。※

②には、「承継者の経歴及び状況を示す事業概要書」を添付してください。

③には、「承継者の誓約書」（様式３－３別紙）を添付してください。

④には、「承継者の登記事項証明書」を添付してください。

⑤には、「承継者の直近２年分の決算関係書類」を添付してください。

⑥には、「承継者の役員名簿」を添付してください。

⑦には、「承継者が現在実施している補助事業等に関する書類（事業名、実施

期間、テーマ等）」を添付してください。

⑧には、①～⑦以外の提出書類をまとめてzipファイルにして添付してください。

※承継の状況により提出書類が変わりますので、申請前にサポートセンターに

お問い合わせください。

⑧
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申請情報を入力したら、「申請する」を押下してください。

まだ申請しない場合は、「一時保存する」を押下してください。

「申請する」ボタンを押下すると確認を促す画面が表示され
ます。確認後、「申請する」ボタンを押下してください。

申請する

これで申請完了です。承認結果が出るのをお待ちください。

✓ 「一時保存する」ボタンは画面下部に常に押下できるよう配置されています。

✓ 「一時保存する」ボタンを押下したデータは「マイページ」から再編集（再編集

の方法は本入力ガイドP.14を参照）できます。

4-9 事業承継承認申請

「申請する」ボタンを押下すると、

以後は修正できなくなりますので

ご注意ください。
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5．ステータスの確認

⚫ 申請した事業のステータスをマイページから確認します。

申請完了日時や申請ステータスを

ご確認ください。

数多く申請している場合、補助金

名などを検索することで該当の補

助金が見つけやすくなります。

申請した事業を選択し、事業の詳

細画面を開きます。

Sample
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６．事務局から修正依頼（差戻し）があった場合の修正対応

⚫ 申請内容に不備等がある場合、修正するために事務局から申請内容を返却します。
（これを差戻しといいます。）

⚫ 差戻しを受けた場合は、事務局から連絡の修正内容等を反映させた後、再度「申請
する」ボタンを押下してください。

メールに記載されたURLを押下し、jGrantsにログインします。手順1

マイページから、ご自身のアカウントで申請した事業を選択して
ください。

手順2

送信元 jGrants <no-reply@jgrants-portal.go.jp>
件名 【jGrants】申請のステータスが更新されました
本文

こちらはjGrants事務局です。

jGrantsで提出した申請のステータスが更新されました。

以下のURLよりご確認ください。
URL：https://URLが記載されています

※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、
予めご了承ください。
(c)  jGrants

事務局から差戻しがあった場合は、申請者のメールアドレス宛に
通知メールが届きます

はじめに

ログイン方法の詳細は「Ⅰ.1.事業者専用画面へのログイン」をご参照くださ
い。

mailto:no-reply@jgrants-portal.go.jp
https://url/
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６．事務局から修正依頼（差戻し）があった場合の修正対応

申請ステータスが「差戻し対応中」となっています。「申請」の下に表
示されている青い申請フォーム名を押下してください。

手順3

申請ステータスが「差戻し対

応中」となっています。

当箇所を選択

します。

Sample
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６．事務局から修正依頼（差戻し）があった場合の修正対応

申請フォーム画面に遷移します。必要な修正を実施後、「申請する」
を押下してください。

手順4

内容を修正し、再度申請する際は「申請する」を押下してください。

まだ申請しない場合は、「一時保存する」を押下してください。

「申請する」ボタンを押下すると、以後は

修正できなくなりますのでご注意ください。

「申請する」ボタンを押下すると確認を促す画面が表示されます。確
認後、「申請する」ボタンを押下してください。

手順5

Sample
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７．審査結果の確認

⚫ マイページから、審査結果の確認を行います

メールに記載されたURLを押下し、jGrantsにログインします。手順1

送信元 jGrants <no-reply@jgrants-portal.go.jp>
件名 【jGrants】申請のステータスが更新されました
本文

こちらはjGrants事務局です。

jGrantsで提出した申請のステータスが更新されました。

以下のURLよりご確認ください。
URL：https://URLが記載されています

※本メールは自動送信されています。このメールに返信いただいても回答できませんので、
予めご了承ください。
(c)  jGrants

マイページから、ご自身のアカウントで申請した事業を選択して
ください。

手順2

事務局より結果の通知があった場合は、申請者のメールアドレス
宛に通知メールが届きます

はじめに

ログイン方法の詳細は「Ⅰ.1.事業者専用画面へのログイン」をご参照くださ
い。

mailto:no-reply@jgrants-portal.go.jp
https://url/
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７．審査結果の確認

通知文書（文面）の「文面表示」を押下して、通知内容を確認し
てください。

手順3

申請ステータスには以下いずれかの審査結果が表示されます。

・通知済み…交付決定がされた場合

・棄却済み…交付申請が棄却された場合

「文面表示」を押下すると新しいタブで

「通知文書添付ファイル」が表示されます。

交付決定通知文書の一例
※実際の通知文書の内容とは異なります。

2021年✕✕月✕✕日

全国中小企業団体中央会
会 長 森 洋

通知済み

交付決定通知書の右上にある発行日より、補助事業を開始す

ることが可能となります。（事前着手の承認を受けた事業者

を除きます。）

Sample
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ものづくり・商業・サービス補助金事務局
（全国中小企業団体中央会）
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