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本マニュアルの使い方

●本マニュアルは、補助金の電子申請システム（以下、jGrants）を使用し、
展示会等のイベント産業高度化推進事業に係る電子申請を行う際の基本的
な操作方法等を説明しています。

●補助金の制度については、公募要領を参照ください。
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1.申請の流れ P.5

Ⅰ. 申請の流れ
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1. 申請の流れ

本補助事業の申請の流れをご紹介します。

5

jGrantsより公募申請を行ってください。 jGrantsによる申請が困難
な場合は電子メールでの申請を受け付けます。

①公募申請

jGrantsより公募申請を完了したら、登録メールアドレスに受領&動
画アップロードURLが記載されたメールが届きます。

②公募申請の受付完了メール

メールに届いたURLから動画をアップロードください。
※動画アップロードマニュアルはWebサイトよりご確認ください。

③動画のアプロード

動画アップロード後に申請受付完了メールが届いたら申請完了です。

④申請完了
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1. アカウントの準備

●補助金システム『jGrants』をご利用いただくには、 GビズIDの「gBizIDプライムアカウント」また「 gBizIDメンバー

アカウント」の取得が必要です。

●登録には2～3週間程度必要です。公募〆切に余裕をもって手続きを実施してください。

●なお、本補助事業の申請方法はjGrantsより行ってください。 jGrantsの申請が困難な場合は電子メールでの申

請を受け付けます。

■GビズIDとは・・・

・法人版マイナンバーである法人番号を活用し、1つのID・パスワードで様々な法人向け行政サービスにログインでき

るサービスです。今後、補助金手続だけでなく、申請や届出等の手続でも同一のIDとパスワードで手続が行えるよう

になる予定です。

gBizIDプライムアカウントの発行には、2～3週間かかりますので、申請期日に対し余裕を持って事前登

録をお願いします。発行に間に合わないことに伴う申請期日の猶予は想定してございませんので予めご了

承ください。
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■jGrantsに必要なアカウントの種類

GビズIDには3種類のアカウントがありますが、補助金の電子申請を行う場合は、「①gBizIDプライム」または「②

gBizID メンバー」のアカウントが必要です。

① gBizIDプライム

② gBizIDメンバー

③ gBizIDエントリーアカウント

印鑑証明書（個人事業主の場合、印鑑登録証明書）と登録印鑑で押印した申請書を運用セン

ター に郵送し、審査ののち作成される、法人代表者、もしくは個人事業主のアカウント

組織の従業員用のアカウントとして、gBizIDプライムの利用者が自身のマイページで作成するアカウ

ント。 gBizIDプライムが許可したサービスのみ利用できる。

即日発行ができ、携帯電話による本人確認が不要なアカウントです。こちらのアカウントでは
jGrants2.0 はご利用できません。

■GビズIDの申請

・GビズIDへの登録は下記URLから実施してください。

TOPページ：https://gbiz-id.go.jp/top/

マニュアル ：https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html


2. ログイン方法
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ログイン完了

GビズIDでの認証（二要素認証）

gBizID アカウント取得（初回のみ）

ログインまでの流れ

GビズIDに遷移します。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

GビズID（法人共通認証基盤）のサイトに
てアカウントを作成

jGrantsにログイン

jGrants上の「ログイン」ボタンを押下します。

gBizID メンバー

GビズID（法人共通認証基盤）のサイトに
てgBizID プライムアカウントを持つ代表者に
メンバーアカウントを作成してもらう

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にメ
ンバーアカウントの利用可能サービスの設定
をしてもらう

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. ログイン方法
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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

※jGrantsではタイムアウトは設けていませんが、仕様上ログインしてから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。



2. ログイン方法
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ワンタイムパスワード認証を行います。手順4

【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プライムの所有者とログイン担当
者が異なる場合、都度連携をとる必要が生じますので、従業員用アカウントであるgBizIDメンバーの発行を推奨い
たします。

手順5 ログインが完了するとホーム画面が表示されます。
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手順1 画面上部の「補助金を探す」を押下して、「補助金を探す」画面を表示します。

補助金の検索方法をご紹介します。

検索をする前は、jGrants2.0に登録されている補助
金が、募集期間（締切日）の早い順に一覧で表示
されます。
（補助金の表示順は手順3の注記をご参照くださ
い。）

3. 補助金の検索と公募要領の確認、ダウンロード
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手順2 検索したい補助金のキーワードの入力や、条件・テーマから絞り込み、「検索」ボタンを押
下します。

キーワード検索は、「持続化」や「ものづくり」な
ど補助金名の一部の他、「コロナ」や「販路開
拓」など補助金の概要に含まれるような単語
でも検索可能です。

「業種」「従業員数」「対象地域」から絞り込
んで検索することができます。

利用目的は「受けたい支援内容」「関心のあ
る分野」など利用する目的に合わせて補助金
を絞り込むことができます。複数検索が可能
です。

3. 補助金の検索と公募要領の確認、ダウンロード
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手順3 入力したキーワードや条件・テーマに関連する補助金が補助金一覧に表示されます。

・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

3. 補助金の検索と公募要領の確認、ダウンロード
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申請対象の補助金名を押下すると、補助金の申請詳細画面に遷移します。手順4

3. 補助金の検索と公募要領の確認、ダウンロード
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内容を確認し、公募要領等をダウンロードしてください。手順5

公募要領、申請様式の添付ファイル名を押
下し、ダウンロードください。

3. 補助金の検索と公募要領の確認、ダウンロード
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ダウンロードした公募要領・様式のファイルをもとに必要書類を作成ください。

No. 書類名 様式 必須/任意

1

補助事業申請書 様式1 必須

2

事業計画書 様式2 必須

3

補助事業の経費計画書 様式3 必須

4

決算書
※直近3期分

- 必須

4. 必要な書類を準備する

動画のアップロード先は別サイトを使用します。上記4点を申請いただいた後、事務局よりメールでアップ

ロードURLをお知らせいたしますのでそちらから動画をアップロードください。



1.公募申請 P.18～24

2.差し戻し時の修正対応 P.25、26

Ⅱ. 公募申請
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1. 公募申請
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jGrants申請状況をご紹介します。

事業者 事務局

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。

申請不備・応募要件へ
の非合致などがないか

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 採択・不採択通知以外の通知が発出された後の状態です。

採択通知済み 申請内容が事務局に採択され、採択通知が発出された後の状態です。

不採択通知済み 申請内容が、事務局に不採択され、不採択通知が発出された後の状態です。

■ステータス一覧



1. 公募申請
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★ 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。

① 「法人名／屋号（カナ）」 空欄の場合はご入力ください

② 「代表者役職」 必須項目ですのでご入力ください。通知文書のお宛名等となります。

事業者基本情報

★

★

★

★

★

★

★

★

★★

申請内容についてご紹介します。



1. 公募申請
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事業者の概要

「事業者の概要」

自社情報の確認・編集ページにご登録済みの内容についてはプレ入力されています。

「従業員数」

「資本金」

「事業者の営む主な事業（業種：大分類）」

「事業者の営む主な事業（業種：中分類）」

中分類は大分類からさらに分類がある場合は入力してください。



1. 公募申請
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申請担当者の連絡先

担当者メールアドレスは、「Gビズサイト」で登録されているメールアドレスが自動で転記されます。

不明点や修正箇所が生じた場合や採択通知等の事務局からの連絡が、こちらに登録いただいた宛先に

届きます。記載されたメールアドレスと本事業のご担当者のメールアドレスが異なる場合は、変更ください。



1. 公募申請
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①「事業の名称」

事業の名称には展示会、イベント名の正式名称をご入力ください。

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。それ以外を選択頂いたとしても一律に交付決定日から

開始とみなします。また、事業開始日は空欄のまま記載せずに進んでください。

③「事業開始日」「事業終了日」

事業終了日は事業終了期限より後の日付を入力することはできません

④「補助事業に要する経費」「補助金交付申請額」「補助対象経費」

それぞれの経費の合計額を入力してください。

事業基本情報

①

②

③

④



1. 公募申請
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事業詳細情報

提出書類

「事業の目的および内容（概略）」

事業の目的や内容を入力してください。

「様式1‐補助金申請書」、「様式2‐事業計画書」、「様式3‐補助事業の経費計画書」

「決算書【直近3期分】」をアップロードください。

※1枠に複数のファイルはアップロード出来ませんのでご注意ください。

利用規約

必須項目です

利用規約に同意される場合は、「はい」のボタンを押下してください。

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。



1. 公募申請
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「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。入力内容に誤りが無いことを確認後、
「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。



2. 差し戻し時の修正対応
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申請内容に不備があると、事務局から差戻しがある場合があります。事務局のコメントがある場合は確
認し、修正後に再申請を行ってください。

メール内のURLを押下し、事業者サイトにログインします。手順1

送信元 jGrants <no-reply@jgrants-portal.go.jp>
件名 【補助金申請連絡】申請が差戻し対応中になりました
本文

こちらはjGrants事務局です。

提出した申請が「差戻し対応中」になりました。

以下のURLより、詳細をご確認ください。
○事業の状況を確認する場合：
URL：該当の事業詳細画面URL
○提出した内容を確認する場合：
URL：該当の申請画面URL

申請の状況に応じて以下のご対応をお願いいたします。
①採択通知済み / 不採択通知済み / 通知済みの場合：
事業の状況を確認する場合のURLをクリックし、該当申請の通知文書、及び通知文書の添付資料をご確認ください。
②差戻し対応中 / 棄却済みの場合：
提出した内容を確認する場合のURLをクリックし、申請を開いてください。
画面上部に棄却・差戻しコメントが表示されている場合、指示に従い修正等の操作を実施ください。

※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

事務局より差戻しがあった場合は、事業申請時に「担当者メールアドレス」
欄に記載されたメールアドレスに通知メールが届きます。はじめに

mailto:no-reply@jgrants-portal.go.jp
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申請フォーム画面が表示されますので、差戻しコメントがある場合はそちらに従い、必要
に応じて修正を行います。編集した内容を確認し、「申請する」を押下します。

手順2

「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。入力内容に誤
りが無いことを確認後、「申請する」ボタンを押下してください。

手順3

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。

申請状況が、 「差戻し」、もしくは「棄
却」の際、事務局からコメントがある場
合はこちらに表示されます。

2. 差し戻し時の修正対応



1.審査結果の確認 P.28、29

Ⅲ. 審査結果の確認
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1. 審査結果の確認
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マイページから、審査結果の確認をご紹介します。

送信元 jGrants <no-reply@jgrants-portal.go.jp>
件名 【補助金申請連絡】申請が採択通知済みになりました
本文

こちらはjGrants事務局です。

提出した申請が「採択通知済み」になりました。

以下のURLより、詳細をご確認ください。
○事業の状況を確認する場合：
URL：該当の事業詳細画面URL
○提出した内容を確認する場合：
URL：該当の申請画面URL

申請の状況に応じて以下のご対応をお願いいたします。
①採択通知済み / 不採択通知済み / 通知済みの場合：
事業の状況を確認する場合のURLをクリックし、該当申請の通知文書、及び通知文書の添付資料をご確認ください。
②差戻し対応中 / 棄却済みの場合：
提出した内容を確認する場合のURLをクリックし、申請を開いてください。
画面上部に棄却・差戻しコメントが表示されている場合、指示に従い修正等の操作を実施ください。

※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

事務局より結果の通知があった場合は、事業申請時に「担当者メールアドレス」欄に
記載されたメールアドレスに通知メールが届きます。

はじめに

「事業の状況を確認する場合」のURLを押下し、ログインをします。手順1

※下記は採択通知済みの通知メール文面

mailto:no-reply@jgrants-portal.go.jp


1. 審査結果の確認
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提出済みの申請から、通知文書（文面）の「文面表示」を押下し、通知内容を確認し
ます。

手順2

■通知文書の一例

「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。

申請状況には以下いずれかの審査結果が表示されます。

・採択通知済み…申請が採択された場合 ・不採択通知済み…申請が不採択の場合

・通知済み…採択、不採択に関係なく通知される場合 ・棄却済み…申請が棄却された場合

不採択通知の場合、不採択の理由等をお教えすることは出来かねますので予めご了承ください。


