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新製品・新技術開発助成事業 

助成金TOP 

助成金一覧 

目的別一覧 

令和3年度新製品・新技術開発助成事業 特設ページは こちら 

法人の種類別 

一覧 

新製品・新技術開発助成事業 

企業化状況報告等 

本事業では、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、試作開発におけ 

知的財産 る経費の一部を助成します。 

関連助成 

特徴 
躍進的事業 

推進設備投資 

ICTツール導入 原材料や機械装置、外注加工や委託試験の費用、人件費など開発に係る経費を最大1,500万円助成 

助成事業 

最長1年9ヶ月の助成対象期間 BCP実践促進 

助成 

創業予定者も申請可能 
サイバーセキュ 

リティ対策促進 

LED照明等 対象となる事業分野 

節電促進助成 

1．新製品・新技術の研究開発 医療機器産業 

参入助成 
新しい機能を付加した製品や新しい製造技術に関するハード面の研究開発で、試作品の設計、製作、試験評価及 

創業助成 び改良など 

（創業5年未満） 

2．新たなソフトウェアの研究開発 
インキュベーション施設 

整備・運営費補助事業 システム設計等ソフト面の新たな研究開発で、データ処理装置・情報処理プログラム開発及び改良など 

革新的サービスの 
3．新たなサービス創出のための研究開発 

事業化支援助成 

新たなサービスの提供による生産性の向上、高付加価値化を目的として、サービス関連業等が外部の技術を活用 データ収集及び 

して行う研究開発など 分析ツール等導入 

商店街起業・ 
助成事業の内容 

承継支援事業 

若手・女性リーダー 都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者（会社及び個人事業 

応援プログラム助成 者）等 
主な申請資格 

TDM対応支援助成金 
都内での創業を具体的に計画している個人 

助成対象期間 令和3年4月1日（木）～令和4年12月31日（土） インキュベーション 

オフィス情報 
原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費 

助成対象経費 
産業財産権出願・導入費、専門家指導費、直接人件費 

業態転換支援助成金 

助成限度額 1,500万円 

中小企業等による 
助成率 1/2以内 

感染症対策助成事業 

コロナ対策リーダー 
申請受付期間等 

配置飲食店等 

一時支援金等 
令和3年3月15日（月）～4月5日（月）17時00分 提出期間 

受給者向け緊急支援 

事業案内チラシ チラシのダウンロードは こちら 

※本事業は、令和3年度予算が令和3年3月31日までに都議会において可決された場合に、令和3年4月1日から実 

施されます。 
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事業説明動画 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、申請者向けの説明会は実施致しません。 

事業説明動画では、事業概要、申請要件、対象経費等について説明します。 

スケジュール 

《 提出について 》 

確定申告書、登記簿謄本、納税証明書などについては 

一次審査通過者のみご提出いただきます。 

※締め切りにご注意ください。 

時期 申請時 二次審査（面接）前 

対象者 全申請者 一次審査通過者 

期限 4月5日（月）17：00 7月5日（月）当日消印有効 

提出方法 Webフォームから 郵送 

例：法人の場合 

・確定申告書 【必須】 
・申請書 【必須】 

・納税証明書 【必須】 
・補足説明資料 【任意】 

提出書類 ・登記簿謄本 【必須】 
・特許等公報 【該当者】 

※組織形態（個人事業主、創業予定者等） 
・見積書 【該当者】 

により提出書類は異なります。 

詳細は こちら 

募集要項・申請書等 

募集要項・申請書は、下記よりダウンロードできます。 

募集要項・記入例 

→ 募集要項・申請書記入例 (15.62 MB) 

・ 募集要項 (10.12 MB) 

・ 申請書の記入例 (5.89 MB) 

申請書 

→ 申請書 (267.52 KB) 
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申請書類の提出 

申請書類の提出は、下記リンク先の申請フォームから受け付けております。画面の指示にしたがって必要項目を 

入力し、よくご確認のうえ送信してください。 

申請フォーム ＜申請書類提出期間＞ 3月15日（月）～4月5日（月）17時00分 

申請受付は終了いたしました 

当サイトの閲覧には、以下の動作環境を推奨しております。 

閲覧に関してのお問い合わせは事務局までお願いいたします。 

パソコン 

■Windowsをご利用の方 

OS：Windows10以降 

ブラウザ：Internet Explorer 11以降/Firefox 最新版/Google Chrome 最新版 

■Macintoshをご利用の方 

OS：Mac OS X 10.12以降 

ブラウザ：Safari 最新版 /Firefox 最新版/Google Chrome 最新版 

※設定により（JavaScript、Cookieを無効にされている場合等）一部表示できない場合がございます。 

※TLS1.2以上の暗号化通信に対応していない端末からのアクセスはできません。 

（TLS1.0 および TLS1.1暗号化通信は無効化されています） 

FAQ 

FAQはこちら（こちらをクリックするとFAQが表示されます。） 

助成金の仕組み・申請書作成のポイント 

助成金申請が初めての方や、申請書について詳しく知りたい方は 助成金解説ページ をご覧ください。 

申込者情報のお取り扱いについて 

利用目的 

1. 当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。 

2. 経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。 

※上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。 

第三者への提供（原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。） 

・目的1 ： 当公社からの行政機関への事業報告 

・目的2 ： 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等 

・項目 ： 氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容 

・手段 ： 電子データ、プリントアウトした用紙 

※目的2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。 

※個人情報は「 個人情報の保護に関する要綱 (145.02 KB) 」に基づき管理しておりますので、ご参照くだ 

さい。 

□ 申請・問い合わせ先 □ 

助成課 

〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 

TEL：03-3251-7895 
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サイトマップ サイトポリシー 個人情報保護方針 

東京都中小企業振興公社は、都内中小企業のための総合支援機関です。創業から事業化（製品開発・販路開拓・助成金）、承継・再生ま 

で企業のあらゆるステージに対して豊富な支援メニューでお答えします。 

中小企業サポート（経営相談・助成金） 東京都中小企業振興公社 

ホーム 経営相談 助成金・設備投資 販路開拓・製品開発 人材育成・福利厚生 公社情報 

ワンストップ 助成金TOP 取引情報の提供 経営・実務研修 概要 はじめての方へ 〉 〉 〉 〉 〉 

総合相談 
専門家情報検索 〉 助成金一覧 〉 商談会 〉 デザイン 〉 事業目的 

〉 IoT・AI導入支援 経営スクール 沿革 
研修/セミナー/講習 〉 目的別一覧 〉 ニューマーケット 

〉 ロボット導入 〉 新サービス 〉 経営理念 開拓支援 会 法人の種類別 〉 
活用支援事業 創出スクール 

プロモーション 経営改革 〉 〉 一覧 関係機関情報 
専門家派遣 生産性 〉 〉 支援 プラン 

企業化状況報告等 〉 お問い合わせ 革新スクール 
経営革新計画 オンライン販路開拓 シンボルマークの 〉 〉 〉 

知的財産 〉 標準化活用 よくあるご質問 〉 受付 意味 
海外販路開拓 〉 関連助成 スクール 

English 事業可能性評価 コンプライアンス 〉 〉 
〉 躍進的事業 〉 世界発信 生産性革新 〉 体制 

〉 下請取引の 推進設備投資 プロジェクト インストラクター派遣 
〉 事業案内 紛争解決 

〉 ICTツール導入 〉 東京ビジネス 〉 講師派遣型研修 
〉 事業承継・再生 〉 中小企業 助成事業 フロンティア 

〉 インターンシップ 支援ガイド 
BCP策定支援 BCP実践促進 世界発信 〉 〉 〉 

受入支援 
貸し会議室 〉 助成 コンペティション 

データ活用 〉 ICT導入支援 〉 展示室 
サイバーセキュ 事業化 〉 〉 

（人材育成事業） デザイン支援 〉 採用情報 〉 リティ対策促進 チャレンジ道場 
人材確保・ 〉 〉 商業支援 LED照明等 イノベーション 契約情報 〉 〉 〉 
育成総合支援 

節電促進助成 多摩支援事業 〉 海外取引相談 〉 研修・セミナー 経営人財 〉 
〉 医療機器産業 〉 多摩ものづくり 一覧 創業 〉 NEXT20 
参入助成 コミュニティ 

〉 イベント 知的財産 〉 〉 人材・組織課題 組成支援事業 〉 創業助成 カレンダー 解決ハンドブック 
若手・女性リーダー応援 〉 （創業5年未満） 〉 異業種交流 

事務所・ 〉 〉 あんしん共済 プログラム グループ インキュベーション施設 〉 アクセスマップ 
事業再生 貿易実務者 〉 〉 整備・運営費補助事業 医療機器産業 〉 

東京のキラリ企業 〉 
特別相談窓口 養成講習会 参入支援事業 革新的サービスの 〉 

広報誌 〉 〉 SDGs 研修・セミナー 〉 事業化支援助成 ビジネス情報誌 〉 
「アーガス」 経営支援 一覧 アーガス データ収集及び 〉 

企業再編促進支援 〉 イベント 〉 分析ツール等導入 広告マガジン 〉 
（M&Aマッチング） カレンダー ビジサポ 商店街起業・ 〉 
職人支援 〉 人手不足対策 〉 承継支援事業 東京くらしの 〉 

プロジェクト フェスティバル 政策課題対応型 〉 〉 若手・女性リーダー 

〉 メンタルへルス 専門家派遣 応援プログラム助成 〉 外注先の開拓 

セミナー 
一時支援金等 TDM対応支援助成金 〉 〉 伝統工芸業 〉 

受給者向け 
インキュベーション 〉 伝統工芸業 〉 

緊急支援相談窓口 
オフィス情報 「東京手仕事」 

業態転換支援助成金 〉 

中小企業等による 〉 

感染症対策助成事業 

〉 コロナ対策リーダー 

配置飲食店等 

一時支援金等 〉 

受給者向け緊急支援 
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