
IT導入補助金2020【特別枠：C類型】 
令和二年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業 

■要項（特別枠：C類型-2） 

 ●補助金額： 30万～450万円以内 

 ●補助率：  3/4 

 ●申請期間： ～2020年12月下旬まで 

 ※複数回の締め切り日が設けられています 

 ●対象経費：  

   ソフトウェア費・導入関連費・ハードウェアレンタル費 

 ※レンタル費は１年迄を上限として補助対象となります 

   サブスクリプション契約のソフト費も1年分が対象です 

   通信料は補助対象外です 

■申請要件（抜粋） 

 ●「gBizIDプライム」を取得していること 

 ●独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する 

   「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」要件に取り組む 

   ことに同意すること 

 ●労働生産性の伸び率の向上について 1年後の伸び率が3% 

   以上 3年後の伸び率が9%以上 及びこれらと同等以上の数 

   値目標を作成すること 

 ●以下の要件を全て満たす３年の事業計画を策定し従業員に 

   表明すること （申請内容により加点項目となります） 

   ○給与支払総額を年率平均1.5％以上増加 

   ○事業場内最低賃金を地域別最低賃金＋30円以上の水準 

     にする 

   ○申請時点で賃金引上げ計画を従業員に表明すること 

株式会社新星コーポレィションは経済産業省の推進するIT導入支援事業者として採択されました       

要件を満たす中小企業事業者様で 「テレワーク環境の整備」に取組む際のIT製品導入等を支援します    

弊社から導入いただくITシステムの価格の一部が国より補助されます （交付審査あり） 

＜事業イメージ＞ 

「IT導入補助金2020」専用サイトにて 

公募要領を必ずご確認ください 

https://www.it-hojo.jp/ 
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IT導入支援事業者 

（株式会社新星コーポレィション） 

●ITツール情報の提供 

●申請・報告に必要な 

  情報を徴収 

●ＩＴツールの導入実施 

●申請・導入後のサポート・ 

  アフターフォロー 

●ITツール導入の相談 

●交付申請 

●事業実績報告 

●補助金交付決定 

●補助金の交付 

●IT導入支援事業者・ 

  ITツール登録申請 

●事業実績効果報告 

  （代理申請） 

●運営費交付金 

●報告 

●定期補助 



  

https://www.sinsei-corp.co.jp 

テレワーク環境の整備に取り組む場合、必要なハードウェアを弊社よりレンタルする事で

レンタル費も補助金対象に含めることが出来ます。（対象レンタル期間＝1年間） 

※ハードウェアレンタルのみで補助金申請はできません 

名称 価格（年額） 各プランの主な違い 

LINE WORKS Lite （ライト） \3,600/1ユーザー メールなし ｜ Driveなし ｜ 共有ストレージ基本容量＝100GB 

LINE WORKS Basic （ベーシック） \6,000/1ユーザー メール＝30GB/ユーザー ｜ Drive＝30GB/ユーザー ｜ 共有ストレージ基本容量＝1TB 

LINE WORKS Premium （プレミアム） \12,000/1ユーザー メール＝無制限/ユーザー ｜ Drive＝1TB/ユーザー ｜ 共有ストレージ基本容量＝10TB 

■購入必須ITツール（年契約） 

■レンタル機器 （年間契約） ※レンタル期間＝1年 

種類 名称 参考仕様 レンタル価格（月額） 

MAC iMac 21.5inch 第7世代2.3GHz 2c Intel Core i5/8GB/1TB HDD/Intel Iris Plus Graphics 640  \12,380～ 

MAC iMac 27inch 第8世代3.0GHz 6c Intel Core i5/8GB/1TB Fusion/Radeon Pro 570X  ¥20,180～ 

MAC Mac mini 第8世代3.6GHz 4c Intel Core i3/8GB/256GB SSD/Intel UHD Graphics 630 \8,280～ 

MAC MacBook Pro 13inch 第8世代1.4GHz 4c Intel Core i5/8GB/256GB SSD/Intel Iris Plus Gra. 645 \13,480～ 

MAC MacBook Pro 16inch 第9世代2.6GHz 6c Intel Core i7/16GB/512GB SSD/AMD Radeon Pro 5300M \24,880～ 

モニター EIZO FlexScan EV2456 24.1型ワイド/Full HD/IPS(アンチグレア)/1920×1200/約1677万色(8bit対応) \5,850～ 

モニター EIZO FlexScan EV2785 27型ワイド/4K/IPS(アンチグレア)/3840×2160/約1677万色(8bit対応) \12,000～ 

PC Windows （デスクトップ型） （HP製） HP EliteDesk 800 G5 DM/CT （OS：Win10 Pro.日本語版） \6,950～ 

PC Windows （ノート型） （HP製） HP Elite Dragonfly/CT Notebook PC （OS：Win10 Pro.日本語版） \12,480～ 

VPNルータ YAMAHA RTX830 VPN最大対地数＝20 \7,500～ 

VPNルータ YAMAHA RTX1210 VPN最大対地数＝100 \12,500～ 

※表示価格は全て税抜き価格です 

名称 価格（年額） 条件 

Adobe Creative Cloud（グループ版） ¥95,760/1ユーザー 新規契約 

Microsoft 365 Apps for Business （旧：Office 365 for Business) \10,800/1ユーザー 新規契約 

■選択可能ITツール（年契約） 

LINE WORKSは ワークスモバイルジャパン株式会社 が開発したグループウェアです 

その他の仕様・機器についてはお問い合わせ下さい 

名称 単価/年額 数量 金額 

LINE WORKS Basic （ベーシック） \6,000 5 \30,000 

Adobe Creative Clud （グループ版） \95,760 5 \478,800 

iMac 21.5inch ¥225,360 5 \1,126,800 

設置導入費 （一式） ー 1 \200,000 

 合計  \1,835,600 

IT導入補助金 （C類型-2） 補助率＝3/4  \1,376,700 

 自己負担金  \458,900 

■参考例 

2006-C005 

ITツール導入とハードウェアレンタル費にかかる経費が補助対象経費全体の1/6以上を占めている必要があります。 

事業完了後、事業実績報告を行う必要があります。 

事業終了後、生産性向上に係る数値目標に関する情報（売上、原価、従業員数及び就業時間など）及び給与支給総額・事業場内最低賃金等

の事業実施効果報告を定められた期間を対象に、３度（3年間）提出する必要があります。 

〒177-0033 東京都練馬区高野台2-16-17 

TEL：03-5372-1321（代） / FAX：03-5372-1370 

担当：和田 E-Mail： it-system@sinsei-corp.co.jp 


