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提案書作成にあたり

(1)提案書類のダウンロード
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キーワード「NEP」で検索

提案書類のダウンロードは、『2022年度「研究開発型ス
タートアップ支援事業／NEDO Entrepreneurs 
Program（NEP）」に係る第1回公募について（本公
募）』の「資料」 よりお願いします。

実施者募集（公募）

実施者募集（公募）情報を探す
公募情報検索画面

『2022年度「研究開発型スタート
アップ支援事業／NEDO 
Entrepreneurs Program
（NEP）」に係る第1回公募について
（本公募）』 を探す



提案書作成にあたり
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(2)提出が必要な書類
公募要領、及び「提案書作成にあたって」に従って、提案書類一式（以下
①～⑥）を日本語で作成してください。

① 応募時チェックリスト（Excel形式）
② 書面審査用ファイル（PDF形式）
③ 追加資料ファイル（PDF形式）
④ 情報項目、様式第１、別紙２（Excel形式）
⑤ 財務データ入力フォーム（Excel形式）
⑥ 決算報告書（PDF形式）
※⑤は法人設立済みの応募者のみ提出必要
※⑥は１期以上の決算報告書がある法人設立済みの応募者のみ提出必要。

(3)その他資料

⑦ 提案書作成にあたって（PDF形式）
⑧ 別紙1（Excel形式）
⑨ スケジュール作成用（Excel形式）
※⑧⑨は「②書面審査用ファイル」作成時に利用します。



提案書作成にあたり
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まずは「⑦提案書作成にあたって」記載の注意事項、及び「①応募時
チェックリスト」をご確認ください。

・提案内容は簡潔明瞭を旨とし、各様式で指定されているページ数以内
で作成してください。

・提案書は、添付書類を含め全てＡ４サイズで作成してください。Ａ４
サイズ以外で作成された既存の資料を使用する場合は、サイズをＡ４
に修正してしてください。

・提案書作成にあたっての注意点や記入例を『青字』または『吹き出
し』で記載していますので、これを熟読したうえで作成してください。
記入後は、『青字』や『吹き出し』の部分は削除してから提出してく
ださい。

・年月は西暦で記入してください。
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審査用ファイル



書面審査用ファイル
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書面審査用ファイルは、以下の1)～15)で構成されています。

NO 名称 様式 備考

1) NEP助成金交付提案書 様式第1 ④「情報項目、様式第1、別紙2」
（Excel形式）から貼付

2) 助成事業説明書 様式第1-添付資料1

3) 助成事業実施計画書 様式第1-添付資料2 一部、⑨「スケジュール作成用」
（Excel形式）から貼付

4) 別紙1(2)助成先における研究体制 様式第1-添付資料2

⑧「別紙1」（Excel形式）から貼付5) 別紙1(3)共同研究先における研究体制 様式第1-添付資料2

6) 別紙1(4)委員会等における外部からの指導又は協力者 様式第1-添付資料2

7) 別紙2(1)全期間総括表 様式第1-添付資料2

④「情報項目、様式第1、別紙2」
（Excel形式）から貼付

8) 別紙2(2)助成先総括表 様式第1-添付資料2

9) 別紙2(3)共同研究先総括表 様式第1-添付資料2

10) 別紙2(4)項目別明細表（助成先用） 様式第1-添付資料2

11) 別紙2(4)項目別明細表（共同研究先用） 様式第1-添付資料2

12) 事業プランのキーワード 別添1

13) その他の補助金制度との関係等 別添2

14) 主任研究者 研究経歴書（提案者のCV） 別添3

15) 特許の明細書 別添4



書面審査用ファイル
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1)NEP助成金交付提案書（様式第1）

• 応募時点で“個人”の方は、「名称（提案者名）」、「代表者氏
名（提案の代表者名）」ともに“個人名”を記入してください。

• 助成事業の名称は３０文字以内、助成事業の概要は150字以内
で簡潔に記載してください。

• 助成金交付提案額（千円単位で端数切り下げの金額を記入）
NEPタイプA上限：4,999,000円（税抜）
NEPタイプB上限：30,000,000円（税抜）

• 助成事業終了予定年月日
NEPタイプA：2023年1月31日
NEPタイプB：2023年3月15日

• 助成事業に要する経費は10)「別紙2(4)項目別明細表」の『助
成事業に要する経費』の合計を転記

• 助成金交付提案額は8)「別紙2(2)助成先総括表」の『助成金の
額』を転記

④「情報項目、様式第１、別紙２」（Excel形式）
に入力、『様式第1（Word転記用）』シートから
コピー・貼付が可能です。



書面審査用ファイル
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2)助成事業説明書（様式第１-添付資料1）

• 各項の記入上の留意事項、公募要領
「4.3.審査基準」を参照し、わかりやす
く記載してください。

• 必要に応じて図、表を挿入しても結構で
すが、7ページ以内で作成してください。

• 事業開発体制については、法人設立済み
の応募者のみ記入ください。

• 必ず公募要領「2.1.助成事業対象者」の
【応募可能な法人の条件】をご確認くだ
さい。



書面審査用ファイル
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3)助成事業実施計画書(様式第１-添付資料2)

• 各項の記入上の留意事項、公募要領「4.3.審査基準」を
参照に、わかりやすく記載してください。

• 必要に応じて図、表を挿入しても結構ですが、１０ペー
ジ以内で作成してください。

• 研究開発の体制等については、「提案者」が法人の場合は
法人名と主任研究者名を、個人の場合は個人名をご記入く
ださい。

• 登録研究員は主任研究者を含めて3名まで登録が可能です。
共同研究先についても同様です。

• 共同研究に係る助成対象費用については、公募要領「2.3.
助成対象費用」をご確認ください。

• 共同研究契約が可能か、共同研究先へ事前に確認してくだ
さい。

• NEPタイプA、NEPタイプBを同時に応募する場合は、
NEPタイプBの内容（助成金額、期間）で作成してくださ
い。

• ただし、NEPタイプAで採択された場合の実施計画や目
標・成果がわかりやすいよう、NEPタイプAで実施可能な
範囲・内容、またはNEPタイプBで採択された場合との違
いを当計画書に明示してください。



書面審査用ファイル
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3)助成事業実施計画書(様式第１-添付資料2)

• PoCの設定に際しては、可能な限り定量的に数値化した
目標を記入してください。

例）純度●●％以上を達成する
既存製品の性能比●●%向上を目指す

ｃｃ

• NEPタイプA、NEPタイプBを同時に応募する場合でPoC
が異なる場合はその差がわかるように記入してください。

ｃｃ

• 研究開発の独創性・新規性の根拠については、自社特許で
ない場合、基となる特許の使用許諾を受けているか、どの
様な契約の基使用するのかを明記してください。
また本事業に必要な特許のみ記載ください。



書面審査用ファイル
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3)助成事業実施計画書(様式第１-添付資料2)

⑨「スケジュール作成用」（Excel形式）で
作成の上、貼付が可能。
※作成で利用したExcelの提出は不要です。

• “研究開発項目“については、どのPoCに該当するかがわか
る様に記入してください。

• 事業期間中の研究開発日程については、NEPタイプA、
NEPタイプBを同時に応募する場合はタイプ別に作成して
ください。



書面審査用ファイル
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4)別紙1(2)助成先における研究体制
5)別紙1(3)共同研究先における研究体制
6)別紙1(4)委員会等における外部からの指導又は協力者

⑧「別紙1」（Excel形式）で作成の上、
貼付が可能。
※ 「別紙1」の提出は不要です。

• 助成の対象とならない共同研究先や指導者等は記
入する必要はありません。



書面審査用ファイル
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7)別紙2(1)全期間総括表
8)別紙2(2)助成先総括表
9)別紙2(3)共同研究先総括表
10)別紙2(4)項目別明細表(助成先用)
11)別紙2(4)項目別明細表(共同研究先用)

手順①：「【説明】こちらを先にお読みください」をご確認の上、「情報項目シート」を作成してください。
手順②：別紙2(1)全期間総括表、(2）助成先総括表、(3）共同研究先総括表、(4)項目別明細表(助成先用)/(共同研究先用)

を作成してください。
手順③：各シートに必要事項が正しく記載されているかを確認してください。
手順④：3)助成事業実施計画書(様式第１-添付資料2)の必要箇所へ貼付してください。

• 項目別明細表作成に当たっては、公募要領2.3.「助成対象費
用」を確認の上、記入ください。

• 汎用品とみなされるものは購入不可。
• NEPタイプA[個人]は処分制限財産(税抜50万円以上)は
購入不可。

④「情報項目、様式第１、別紙２」（Excel形式）で
作成の上、貼付が可能。

手順① 手順②

1)NEP助成金交付提案書の『6.助成事業期間における資金計画』
の「助成事業に要する経費」・「助成金交付提案額」と同額に
なっているか確認ください。



書面審査用ファイル
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12)事業プランのキーワード 13)その他の補助金制度の関係等

• 事業プランのキーワードについては、「(公募要領別
添)キーワード集」から該当するキーワードを最低２
つ以上必ず記入してください。

• その他の補助金制度との関係等については、既に補助金制
度等による需給を受けた事業や、提案中または提案予定の
事業がある場合は記入してください。

• また過去にNEDO等で実施した事業についても該当がある
場合は記入ください。

• 該当がない場合は表を削除し、「無し」と記入してくださ
い。



書面審査用ファイル
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14)主任研究者 研究経歴書(提案者のCV) 15)特許の明細書

• 特許の明細書については、特許１件あたり３ページ以内に
まとめた要約版を貼付してください。

• 主任研究者 研究経歴書については、全体を1ページ
以内に収めるようにしてください
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追加資料
ファイル



追加資料用ファイル
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追加資料用ファイルは、以下の1)～5)で構成されています。

NO 名称 様式 備考

1) 利害関係の確認について 追加資料1

2) NEDO研究開発プロジェクトの実績調査表 追加資料2 法人設立済の応募者のみ

3) 事業成果の広報活動について 追加資料3

4) e-Rad応募内容提案書 追加資料4

5) 出資関心願／出資関心確認書 追加資料5 NEPタイプBのみ



追加資料用ファイル
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1)利害関係の確認について

• 上記の定義に当てはまる利害関係者をご記入ください。

• その他、審査委員にも利害関係者に該当するかを確認いただ
くため、技術的なポイントについて、競合関係を特定するこ
とが可能と考える技術的なポイントを問題ない範囲でご記入
ください。

利害関係者の定義
1 規程
NEDOでは、NEDO技術委員・技術委員会等規程（平成15年度規程第63

号）（以下「規程」という。）第34条及び第35条それぞれの第2項におい
て、利害関係者を次のとおり規定しています。
【規程抜粋】
2 利害関係者の範囲は、次の各号に定める通りとする。
一 被評価者の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族に

ある者
二 被評価者と大学・研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企

業に所属している者
三 被評価者の案件の中で研究分担者若しくは共同研究者となっている者又

はその者に所属している者
四 被評価者の案件と直接的な競争関係にある者又はその者に所属している

者
五 その他機構が利害関係者と判断した者

【追加資料1】



追加資料用ファイル
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2)NEDO研究開発プロジェクトの実績調査票
法人の応募者のみ必要

【追加資料3】【追加資料2】

3)事業成果の広報活動について



追加資料用ファイル
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4)e-Rad応募内容提案書 5)出資関心願／出資関心確認書

• e-Rad応募内容提案書については、公募要領「3.6.府
省共通研究開発管理システム(e-Rad)への登録」をご確
認の上、登録をお願いします。

• 登録後に「応募内容提案書」を出力の上、貼付してく
ださい。

• 出資関心願/出資関心確認書については、NEPタイプB
の応募者のみ要提出。

• 提案者が「出資関心願」を記入後VC等へ依頼し、VC等
が「出資関心確認書」に署名をします。

• 提案書の提出期限までに間に合わない場合は、出資関心
願/出資関心確認書に限り、2022年4月27日（水）正
午まで追加で提出することを認めます。その場合、余白
に『後日提出予定』と記入してください。

• 提案者、関心者とも、手書き、押印の必要はありません。
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その他



財務データ入力フォーム
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• 法人設立済みの提案者のみ提出が必要となり
ます。
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●申込み方法：
本公募ページの「NEP提案書添削指導について」を確認の上、
所定の送付先へ提案書を提出すると、添削コメントが返送されます。

●添削受付期間：2月28日（月）～3月17日（木）正午まで

●添削コメント返却までの期間：原則5～6営業日
※締切り間際は混雑し、返却に時間を要する為、余裕を持ってご提出

下さい。

【留意点】
• 添削指導を受けられる回数は、応募者につき1回のみです。
• 添削コメントはあくまでも参考であり、内容を全て提案書に反映しても、

採択を約束されるものではありません。
• 添削コメントに対するお問合せについては、一切応じられません。

●NEP提案書添削指導について
先着

50件程度
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ＮＥＤＯイノベーション推進部

スタートアップグループ
NEP事務局

E-MAIL：NEP@nedo.go.jp
TEL ：044-520-5173

・詳細は公募要領及びFAQをご参照ください。
・お問い合わせは、原則メールでのみ承ります。

お問い合わせ先


