
回答

1 応募要件 応募製品・技術は、リース商品も対象となりますか。 リース商品も対象です。ただし、売るのが本業で、テストのような形でリースし、最終的に販売するという製
品は不可です。

2 応募要件 過去の「関西ものづくり新撰」に応募したものでも応募可能でしょう
か（選定はされていない）。

可能です。

3 応募要件 5年以上前に販売を開始している製品・技術等である場合、応募対象
となるでしょうか。

5年以上前に販売が開始された製品・技術等の場合、２０１７年８月１日～２０２２年７月３１日の間に技術革
新（導入）等により、マイナーチェンジではない改良等が行われていれば、対象となります。
モデルチェンジや新たな技術の付加が無いバージョンアップを、「新たな技術」とみなすことはできません。
主要技術が5年以内に開発されている必要があるとお考えください。

4 応募要件 5年以内に販売開始された製品・技術が応募要件になっていますが、
具体的にどのような状態でしょうか。

２０２２年７月３１日までに販売可能な状態（完成）で、実際に販売行為を行っており、売上計上している状
態を指します。また、購入予約が入っていれば販売開始とみなします。

5 応募要件 販売開始しているものの、未だ売上実績はありません。このような場
合でも応募は可能でしょうか。
また、予約販売やテスト販売はいかがでしょうか。

２０２２年７月３１日までに販売・提供行為を行い売上計上している製品・技術等を対象としているため、売
上実績がない場合は原則として応募対象外となります。
予約販売で実績がある場合、年内（２０２２年１２月末）までに引き渡し等を行い売上計上できるもののみ対
象とします。また、審査の中で販売行為・売上実績のエビデンスを求める場合があることをご留意ください。
テスト販売は、原則「販売(提供)開始」とみなしません。

6 応募要件 製品の開発は終わっていてサンプルはできているが、金型ができてい
ない状態です。ウェブサイト等で営業活動はしていますが、応募は可
能でしょうか。

２０２２年７月３１日までに販売可能な状態（完成）で、実際に販売行為を行っている状態であれば応募可能
です。

7 応募要件 過去に選定されたことがありますが、今年も応募可能でしょうか。あ
るいは、別の製品ですが、過去に選定されたものとある程度同じ分野
です。どのくらい違いを出せば良いでしょうか。

同じ製品・技術での応募は不可です。分野が同じ場合でも、別の製品であり、新しい技術が加わっている点な
どがあれば、応募可能です。
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8 応募要件 複数社が共同で開発している製品について連名で応募は可能でしょう
か。

過去に共同で応募された製品を選定した事例はあり、可能です。その場合、申請書に3社分の情報を記載し、財
務諸表などは各社の分を準備していただくことになります。

9 応募要件 複数社が連名で応募する場合、応募登録専用ページではどのように記
入すればよいでしょうか。

「1．会社情報」のうち、「会社名」「会社名（ふりがな）」は、応募される全ての事業者の情報を記載してく
ださい。それ以降の項目は、応募事業者の中から代表となる事業者を決めたうえで、その代表事業者の情報を
記載してください。
なお「会社名（ふりがな）」は、読点やコンマ等は入れずに、事業者名を続けて記載してください。

10 応募要件 以前に旧サポインの法認定を受けていましたが、今は失効していま
す。また、「Ｇｏ-Ｔｅｃｈ事業（成長型中小企業等研究開発支援事
業）」も活用していませんが、応募することは可能でしょうか。

旧サポイン法認定や、Ｇｏ-Ｔｅｃｈ事業の活用は応募要件になっていないので、応募することは可能です。

11 応募要件 複数の部門から複数の応募を考えていますが、応募可能でしょうか。 応募要領に記載の通り、「1事業者1応募まで」となります。製品・技術等1つを選んで応募ください。

12 応募要件 応募予定の製品をシリーズで1つと捉えて応募することは可能でしょ
うか。

同様の技術・コンセプトでシリーズ化されているのであれば、その製品・技術等で応募が可能です。例えば、
シリーズ名の後に、製品型番がつくという理解であれば、応募の「製品・技術等」名は、シリーズ名（あるい
は技術名）でご記載いただくのが良いと思います。

13 応募要件 応募資格 1項目の「関西ものづくり中小企業」について、従業員規模
はいつ時点のものとなるでしょうか。

応募時点となります。

14 応募要件 当県で推薦したい業者は卸売業者です。応募対象と考えてもよいで
しょうか。

業種は問いませんので、応募要領の要件を満たせば応募可能です。



回答

「関西ものづくり新撰2023」よくあるご質問

問い合わせ内容

15 応募要件 みなし大企業でも参加できるでしょうか。 可能です。

16 応募要件 どのようなビジネスモデルが対象になるのでしょうか？ 製品・技術を活用し、顧客に対して新たなサービス(課題解決方法)を提供することで、継続的に利益を生み出
す仕組み(ビジネスモデル)が対象となります。サービスの提供のみによってのみ成立する収益の仕組み(ビジネ
スモデル)は対象となりません。
その仕組み(ビジネスモデル)の中に何らかの製品・技術が介在することが必要です。
（例：「従来にない回転率と高い原価率を実現する立ち食いスタイルのフランス料理店のフランチャイズ」は
対象外）

17 応募書類 応募製品・技術等の概要が分かる写真とございますが、応募予定の製
品・技術等は無形物なので実際の写真を持ち合わせていません。写真
1枚の場合は減点となるのでしょうか。

1枚のご提出という理由では減点になりませんが、お写真がいくつかあった方が審査員の方もイメージがつきや
すいかと存じますので、できればご準備いただけますと幸いです。尚、関西ものづくり新撰に選定された際に
は、広報用の冊子を作成することとなります。この際にはお写真等が3枚ほど必要となります。

18 応募書類 個人事業主で応募を検討しています。決算書がない場合、
「経営状況を記載した書類」を提出することとありますが、具体的に
どんな書類になるでしょうか。

個人事業主の場合、確定申告の際に、収支内訳書を提出することになっているかと思うので、決算書に準ずる
書類として、それで代替いただきますようお願いいたします。

19 応募書類 事業報告書とは何を書けば良いのでしょうか。 事業報告書については、特に定まった様式はないので、応募される製品・技術等に関して、どういった事業活
動（研究開発、生産・営業活動等）を実施したかが分かる内容を記載ください。
社内における取組・事業戦略上の位置づけ等についても、必要に応じて記載ください。 ２ヶ年度に分けて、記
載の上、ご提出ください。
国税庁に提出する「事業概況説明書」に当該製品・技術等の記載がある場合は、その写しでも可能です。

20 応募書類 事業報告書は、企業全体のものか、それとも応募する製品についての
ものでしょうか。

応募される製品・サービス等の事業報告書になるので、今までの研究・生産・販売などの経緯がわかるものを
ご提出ください。

21 応募書類 応募書類の１つ、事業報告書には今回の対象となる当該製品・技術等
に係る記載が必要との事。
これら書類が無い場合は、事業概要等を記載したものを添付となって
いますが、事業概要等の書類は今回の応募用に作成したものでも良い
でしょうか。

結構です。応募製品・技術等について記載したものを添付下さい。
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22 応募書類 弊社には事業報告書がないため、提出ができないのですが、決算書だ
けではダメでしょうか。

事業報告書のご提出は必須となっております。事業報告書がない場合は、「事業内容の概要を記載した書類」
をご準備下さいますようお願いいたします。

23 応募書類 事業報告書（年次報告書）は、損益計算書、貸借対照表とイコールで
はないのでしょうか。

決算書は損益計算書、貸借対照表を指し、事業報告書（年次報告書）は事業活動（研究開発、生産・営業活動
等）を記載したものであり、別書類となります。

24 応募書類 決算時期の関係で、事業報告書と年度がずれてしまうが構わないで
しょうか。

問題ありません。決算書については準備できる直近2期分を提出して頂ければ結構です。

25 応募書類 法人番号は何を書けば良いでしょうか？ 国税庁が発行している番号を記載下さい。

＜参考：国税庁法人番号公表サイト＞
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

26 応募書類 掲載写真について、応募段階で撮影できない写真が一部あるかもしれ
ません。後から差替えは可能でしょうか。

募集期間内であれば差し替えは可能です。なお、募集締切後に差し替えを希望された場合、スケジュールの都
合上、審査は差し替え前の写真で行うことになります。
尚、選定された場合、冊子掲載用には、差し替えた写真で掲載することは可能です。

27 応募書類 申請書はＷＯＲＤ、ＰＤＦとも必要でしょうか。 お手数ですが、両方ともご提出ください。

28 応募書類 「（３）国や自治体の施策の活用状況」について、「ものづくり補助
金」は記載可能でしょうか。
その場合、利用期間はどの区切りにすれば良いでしょうか。

補助金の種類は問いませんので、「ものづくり補助金」も記載可能です。
利用期間については、事業期間（補助金の対象期間（交付決定日～事業完了日）を記載してください。
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29 応募書類 国や自治体の補助金等の支援をいくつか受けていますが、全て記載し
たほうが良いでしょうか。

複数記載することで、審査員が審査する上で信頼性が高まることもあるため、記載いただいた方が良いかと存
じます。

30 応募書類 応募書類の内、「製品・技術等の概要を記した書類」に関して、応募
予定の製品に関するパンフレットや資料がいくつかありますが、複数
添付して問題ないでしょうか。

問題ありません。

31 応募書類 応募書類に図を添付してもよいでしょうか。その場合はどのような形
式で提出すればよいでしょうか。

図表を提出する場合は、応募書類に直接貼り付けず、添付資料として提出してください。その際、添付資料に
は番号を付し、応募書類の本文中で「添付資料○」と記載し、対照する添付資料番号が明らかになるようにし
てください。

32 応募書類 特許等申請中であっても記載してよいでしょうか。また実用新案は記
載してよいでしょうか。

申請中でも記載して下さい。その場合、出願番号、出願年月日、出願者名を記載してください。実用新案も記
載して頂いて構いませんが、実用新案と明記してください。

33 推薦書 推薦書の代表者職・氏名の記載は、担当課の課長名でもよいでしょう
か。

結構です。

34 推薦書 推薦書は複数あってもよいでしょうか。 推薦書が複数あった場合でも、加点数は変わりませんが、提出自体は問題ありません。

35 推薦書 推薦書の分量は多い方がよいでしょうか。 当局ホームページに掲載している様式のとおり、A4サイズ1枚分で問題ありません。
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36 推薦書 推薦書は、取引先に提出してもらうものでしょうか。 推薦書は、自治体、中小企業支援機関（商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、中小企業支援センター、
公設試験研究機関等）、金融機関からの推薦によるもののみ有効です。

37 提出について 応募書類を送付する大容量ファイル交換サービスのアップロード用Ｕ
ＲＬを教えてください。

以下応募専用ページからの申込完了後に当局から別途お送りするメールにてお伝えします。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kansai01/form230

38 提出について 応募締め切りは、応募専用ページからの申し込み、大容量ファイル交
換サービスへの応募書類のアップロード、ともに9月30日(金)17時ま
でになりますか？

応募専用ページからの申し込み、大容量ファイル交換サービスへの応募書類のアップロード、ともに9月30日
(金)17時までになります。

39 提出について 応募書類を大容量ファイル交換サービスにアップロードした場合は、
郵送やメール送信は不要でしょうか。

郵送およびメールでの送付は不要です。

40 提出について 大容量ファイル交換サービスを使わずに、応募書類を郵送してもいい
ですか。

応募書類の送付については、大容量ファイル交換サービスへのアップロードにてお送り頂きますようお願い致
します。

41 提出について 写真はそのまま送るのでしょうか、ワードかなにかに貼り付けた方が
いいのでしょうか

写真データはWord等に貼り付けることはせず、画像ファイル（JPEG形式）として送付して下さい。

42 選定プロセス 追加調査では何をするのでしょうか。 提出いただいた書類における疑問点や製造現場の確認等を行う予定です。手法としては、主にオンラインヒア
リングを想定しています。
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43 選定プロセス 応募後の審査期間や具体的なスケジュールを教えて下さい。 書類審査後、必要に応じて現地調査を行います。審査結果の公表は、１月中下旬に近畿経済産業局ホームペー
ジ等で発表する予定です。

44 選定プロセス 採択率を教えて下さい。 応募数は公表していませんが、例年倍率は2～3倍です。採択数が決まっているわけではなく、一定水準を超え
ているかどうかがポイントとなります。

45 選定されるメリッ
ト

局による販路開拓支援は、具体的にはどのようなものでしょうか。 局長等によるプレスリリースや展示会への出展などを予定しています。また、局内各課と連携して、様々な場
で冊子を活用しての販路開拓支援を行う予定です。

46 その他 守秘義務のことについて、応募書類のどこに書いてありますか。 応募要領P.5 「8.その他」の３ポツ目に「応募書類に記載された個人情報その他情報は、本審査以外の目的に
は使用いたしません。」と記載しています。

47 その他 冊子に掲載する写真・文章は後から決めるのでしょうか。 選定された場合、申請時に提出いただいた写真・書類をベースに事務局が冊子原稿を作成し、企業様に校正等
を依頼いたします。その際、写真や文章の差し替えは可能です。

48 その他 来年度もものづくり新撰はあるのでしょうか。 関西ものづくり新撰の選定は隔年実施を予定しているため、来年度の実施はございません。
なお、次回は令和６年度に「関西ものづくり新撰２０２５」の選定を想定しておりますが、予算の関係もあり
実施の有無や募集開始時期は未定となっております。


