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飲食業界に特化しているため、最適な会計・

経営アドバイスができます。

一緒に事業計画を練り上げるなかで、

それまで見えなかった経営課題を共に解決。

飲食専門の公認会計士が、ポイントをおさえた

採択率の高い申請書を作成。

業界特化 高い採択率 経営相談

1.　redishで申請代行サービスの強み

飲食業界のプロが関わることで、確実な採択を。
不採択の最大要因となる「補助金の対象とならない経費を申請する」を抑えます。
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12. 　おすすめの補助金・助成金診断

投資時期 投資目的 制度名 その他条件

今後投資を実施

2021年に既に
投資済

〜150万円

投資金額

〜2,000万円

〜2億円

〜150万円

テイクアウト、宅配、移動販売業態への進出

感染症対策として換気、対人距離の確保、飛沫
感染防止、接触機会の提言、体温測定衛生管理

販路拡大、生産効率の向上

業態転換助成事業

感染症対策助成事業

小規模事業者持続化補助金

ものづくり補助金

事業再構築補助金

テイクアウト、宅配、移動販売業態への進出

感染症対策として換気、対人距離の確保、飛沫
感染防止、接触機会の提言、体温測定衛生管理

業態転換助成事業

感染症対策助成事業

革新的サービスの開発や生産プロセス改善のた
めの設備導入

事業規模拡大のための新分野・業態・業種への
進出

従業員数5名以下

START

東京都内の事業者

東京都内の事業者

※2021年12月31日まで

※2021年12月31日まで



3. 小規模事業者持続化補助金

-  飲食店経営を豊かに -



3.　概要
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 < 一般型 >

概要
小規模事業者が変化する経営環境の中で持続的に事業を発展させていくた

め、販路開拓や生産性向上に取り組む費用等を支援。

補助の対象となる経費
チラシ作成、ウェブサイト作成、商談会への参加、店舗改装

補助金の上限額

50万円（2020年1月以降開業なら100万円）（助成率：2/3）

ex)75万円の経費を申請した場合は、50万円助成金で下りる。

75万円 × 2/3_= 50万円 

活用例
・販路拡大へ向けた「外人観光客向けの英語表記メニュー」作成。

・そば粉の製粉に使用する機械を一新し、そば粉の前処理の安定化。

・外国語版HPでイスラム教徒対応情報を発信し、外国人予約の拡大。

 < 低感染リスク型ビジネス枠 >

概要
コロナ感染防止と事業継続を両立させるための、対人接触機会の減少を目

的とした前向きな投資やポストコロナを踏まえた新サービス、生産方法の導

入等を補助。

補助の対象となる経費
セルフレジ端末、オンライン販売サイト開発、個室化のための工事

補助金の上限額

100万円（助成率：3/4）

ex)120万円の経費を申請した場合は、90万円助成金で下りる。

120万円 × 3/4_= 90万円 

活用例
・大部屋を個室にするために、パーテーションを購入。

・テイクアウト可能な新商品を開発。

・新たにwebショップを開設。

※助成率/補助率・・・申請した経費の総額に対して、どのくらいが助成金/補助金で補填されるか



3.　こんな方に向いています
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テイクアウトに切り替えた。そのための自転車設備を購入したい。

自社のホームページを制作したい。

感染症対策としてアクリルパーテーションや体温計を導入したい。

ポスティングチラシを作成。そのための費用が欲しい。



8

3.　要件

【必要資料】

① 経営計画・補助事業計画書

② 宣誓・同意書

③ 確定申告書(もしくは、開業届）

【必要条件】

従業員 5 人以下の事業者

※正社員の3/4以下の出勤時間かつ正社員の3/4以下の出

勤日数のアルバイトは従業員に含まれません。

経営計画書・補助事業計画 確定申告書



3.　申請の流れ
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1

2

3

4

5

お客様自身で、「GビズIDプライムアカウント」を取得。

電子申請のアカウント取得

弊社の専門家がヒアリングを行い、事業計画書を作成。

事業計画書を作成

申請内容について、外部有識者が審査。

申請内容の審査

審査終了後、採択案件を補助金事務局HPに公表。

採択・交付決定

「交付決定通知書」を受領後、Jグランツで実績報告。

補助金額の確定通知をメールで受領後、入金処理。

実績報告・請求・入金

クリックするとサイトに飛びます。

参考：日本商工会議所公式ホームページより

※GビズID・・・申請サイトのログインに必要なID

※Jグランツ・・・経済産業省が運営する申請サイト。ログインにGビズIDが必要。

https://r1.jizokukahojokin.info/


4. 業態転換支援事業
（新型コロナウイルス感染症緊急対策）

-  飲食店経営を豊かに -



4.　 概要
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概要
コロナの流行に伴う都民の外出自粛要請等に伴い、新サービスとして「テイク

アウト」「宅配」「移動販売」を始め、売り上げを確保する取組に対し、経費の

一部を助成。

補助の対象となる経費
新たにテイクアウト、宅配、移動販売を開始する際の初期経費

助成対象者
東京都内で飲食業を営む中小企業者（個人事業主含む）

上限額
100万円（助成率：4/5）

ex)125万円の経費を申請した場合は、100万円助成金で下りる。

125万円 × 4/5_= 100万円 

助成対象経費
印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費、宅配用バイクリース料、
台車、WiFi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材、
宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料等

参考：東京都中小企業振興公社公式ホームページより

クリックするとサイトに飛びます。

※助成率/補助率・・・申請した経費の総額に対して、どのくらいが助成金/補助金で補填されるか

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html


4.　こんな方に向いています
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チラシ等印刷物の制作委託費  が欲しい（上限30万円）

WiFiなどの通信環境設備導入費が欲しい（上限 10万円）

テイクアウト用小窓やショーウィンドーの設置をしたい（上限 50万円）

宅配に必要となる、食器類、包み紙、手提げ袋、おてふき、ナイロン手袋、調

理器具の購入費用が欲しい（上限 15万円）
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4. 　要件

【必要書類（個人事業主の場合）】
１. 交付申請書（公式WebサイトからDL）
２. 個人事業の開業届申請書
３. 納税証明書（直近の個人事業税や所得税納税証明書）
４. 源泉徴収票（1期に満たない場合）
５. 食品関係 営業許可書 
６. 申請金額根拠資料

【必要書類】

①交付申請書

②納税証明書

③確定申告書（もしくは、開業届）

④見積書
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4. 　申請の流れ

1

2

3

4

5

簡易書留等の記録が残る方法で、右記送付先に郵送。

申請書類の提出

二週間ほどで助成対象事業者が決定。

交付決定

交付決定後は、申請内容に基づいて業態転換の取組み実施。

事業の実施・実績報告書の提出

実績報告書の提出と完了検査を経て、助成金額確定後に交付。

助成金の額の確定

交付決定から三ヶ月以内に業務を実施し、入金される。

入金



5. 感染症対策助成事業

-  飲食店経営を豊かに -



5.　 概要
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概要
業界団体が作成した感染拡大予防ガイドライン等に沿った新型コロナウイル

ス感染症対策を行う都内中小企業等に対し、経費の一部を助成する。

助成対象費
Co2濃度測定器、サーモカメラ、換気設備、パーテーション設置工事、アクリ

ル板、消毒液の購入費等

助成限度額
備品のみ：50万円、内装設備工事含む：100万円
（助成率：2/3 ）
ex)150万円の経費を申請した場合は、100万円助成金で下りる。

150万円 × 2/3_= 100万円 

助成対象者
東京都内の事業者

参考：東京都中小企業振興公社公式ホームページより

クリックするとサイトに飛びます。

※助成率/補助率・・・申請した経費の総額に対して、どのくらいが助成金/補助金で補填されるか

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/course.html


5.　 助成対象事業例
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単独申請コースなら、
感染防止にかかる多くの項目が助成対象に。

【対象経費の例】
・Co2濃度測定器
・客席での換気扇設置
・空気清浄機
・パーテーション設置
・サーモグラフィー、サーモカメラ
・アクリル板
・電子決済ができるレジ本体
・窓、扉、網戸の設置
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5. 　申請の流れ

1

2

3

4

5

簡易書留等の記録が残る方法で、郵送。

申請書類の提出

二週間ほどで助成対象事業者が決定。

交付決定

交付決定後は、申請内容に基づいて業態転換の取組み実施。

事業の実施・実績報告書の提出

実績報告書の提出と完了検査を経て、助成金額確定後に交付。

助成金の額の確定

交付決定から三ヶ月以内に業務を実施し、入金される。

入金

※確定通知前に支払いが終わっている経費であっても、令和3年1月4
日〜令和4年3月31日の間に契約から支払いまで終わっている経費で
あれば、助成対象となります。



6. ものづくり補助金

-  飲食店経営を豊かに -



6.　概要
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概要
成長を目指す中小企業が、「世の中にないサービス」や「革新的なサービス」を創りだ

すための試作や開発にかかる経費や生産プロセスの改善を行うための設備投資等を

補助するための補助金。

補助対象費
機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費

補助上限額
100~1,000万円
（補助率：中小企業 １/２, 小規模企業者・小規模事業者 ２/３ ）
ex)900万円の経費を小規模事業者が申請した場合は、600万円助成金で下りる。

900万円 × 2/3_= 600万円 

活用例
・複数形状の餃子を製造可能な餃子全⾷動製造機を開発。

・「⾷べられるクッキー生地のコーヒーカップ」の製造機械を新たに導入。

参考：ものづくり補助金公式ホームページより

クリックするとサイトに飛びます。

※助成率/補助率・・・申請した経費の総額に対して、どのくらいが助成金/補助金で補填されるか

https://portal.monodukuri-hojo.jp/dataportal.html


6.　こんな方に向いています。
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これから機械装置等の設備投資を行う予定がある

これからテイクアウト業態に転換し、換気設備などの工事をしたい

生産ラインの改良を行い、生産プロセスの改善を行いたい

外部から実地権を取得し、新サービスを開発したい
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6. 　要件

【必要資料】
１. 事業計画書（各都道府県事務局HPからDL）
２. 認定支援機関確認書
３. 登記事項証明書
４. 決算書（2期分）
５. 加点要因資料
（教育費・給与総額・経営革新計画承認書）
６. 会社案内
７. 設備投資の見積り

【必要条件】

①新たに設備投資を行い

②従業員の給与が年1.5%増加し

③生産性の向上に寄与する中小企業者
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6. 　申請の流れ

1

2

3

4

5

お客様自身で、「GビズIDプライムアカウント」を取得。

電子申請のアカウント取得

募集要項・申請書をダウンロードし記入して事務局

計画書を作成

結果を受け、補助金が公布される事業者に決定したら「交付申請書」

を事務局に提出

交付申請書の提出

実施した内容で、かかった経費を「実績報告書」にて報告

採択・実績報告

実績報告書から2〜3ヶ月後に入金

入金

※GビズID・・・申請サイトのログインに必要なID



Appendix 事業復活支援金

-  飲食店経営を豊かに -



Appendix.　 概要
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概要
2021年11月19日に閣議決定された「人や事業者を支援する給付金」で売上が

30％以上減った事業者に最大250万円を支援する支援金

支給対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス含む個人事業主

支給条件
①新型コロナウイルスにより事業活動の売上が減少している

②2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上が、前年（2020年）前々年

（2019年）と比較して、50％以上　または、30％以上50％未満減少している

最大給付額

売上減少率50%以上→法人＝最大250万円、個人＝最大50万円

売上減少率30%~50%→法人＝最大150万円、個人＝最大30万円

年間売上 50%減収 30%減収

5億円以上 250万円 150万円

5億円~1億円 150万円 90万円

1億円未満 100万円 60万円

個人事業主 50万円 30万円
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Appendix.　 要件

【必要書類】

①売上台帳

②本人確認書類の写し

③確定申告書(もしくは、開業届）

④通帳の写し

③GビズID

売上台帳の例

※なお、詳細のスケジュールや必要書類は政府からの公表待ち。



申請代行サービス料金表
&その他ご案内

-  飲食店経営を豊かに -



7. 　申請代行サービス料金表
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No. 制度名 料金 備考

1 小規模事業者持続化補助金 成功報酬5万円

2 業態転換助成金 成功報酬5万円

3 感染症対策助成金 成功報酬5万円

4 ものづくり補助金 着手金15万円
成功報酬：採択決定金額の10%
＜オプション＞
◼経営革新計画申請代行
着手金10万円
成功報酬20万円
◼事業継続力強化計画申請代行
成功報酬5万円

オプションの経営革新申請代行を
希望された場合、
ものづくり補助金の着手金15万円
は無料となります。

5 事業再構築補助金 着手金15万円
成功報酬：採択決定金額の10%



8. 　その他補助金・助成金のご案内
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全国の補助金や助成金情報をLINE@・メルマガ

にて配信中。

飲食業界に限らず、コロナ関連の助成金情報を、

個別・タイムリーにお届け。

redishでは公式LINEによる補助金助成金情報の発
信のみならず、公式HP及び非公式Twitterアカウン
トにても飲食店様向け情報を発信しています。

公式LINEによる地域別補助金・助成金情報の登録
はこちら（現在整備中）>>

参考：redish補助金助成金チームスプレッドシート より抜粋



1

会社名　　リディッシュ株式会社
所在地　　東京都港区西麻布1-12-5　SW六本木通りビル3F
代表者　　松隈 剛
事業内容　飲食店に特化した会計・マーケティング支援事業

30

Appendix.　会社概要
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さいごに

電話でのご相談はこちら

03-5413-1800

補助金申請代行の無料相談は

こちら

最後までお読みいただきありがとうございました。
補助金や助成金に関して、弊社ではいつでもご相談を承っています。

お気軽にご連絡くださいませ。

https://forms.gle/YLA5CMgcgokyJeYu6

