
 
 
「助成金なう」のご紹介   
2017年9月 株式会社ナビット 



助成金なうとは 
 
 
 助成金なう５つの特長 

 
1. 助成金は地方自治体によって全部違います！ 
    全国58,100人の地域特派員が調べているため、 
    地方自治体の助成金を掲載 
2. 自治体の案件以外にも、協会・財団の助成金を掲載 
3. ブログとFacebookで毎日情報を配信 
4. Facebook会員5万人、全会員6万人突破 
5. 全国の71社の士業と協業、全国レベルで申請サポート、 
    コンサルティング、セミナーを開催します  



「助成金なう」の特長１ サービス 



「助成金なう」の特長２ サービス 
ご存知ですか？助成金は市町村によって全然違います！ 

「展示会」で
検索 



「助成金なう」の特長３ サービス 
ご存知ですか？官公庁/自治体以外にも、財団や協会からも助成金が出ています！ 

財団、協会の助成金の特長 
 
・研究支援、教育援助など公益性 
 の高い助成金が多いです。 
・自治体と比べ、比較的高めに 
 助成額が設定されています。 
・助成対象は絞られているため、 
 狭き門ですが、知名度が 
 低いためチャンスがあります。 
 



申請コンサルタント サービス 

申請コンサルタントとは？ 
 
◆申請コンサルタント概要 
・申請書作成のサポート 
・事業計画のアドバイス 
・面談のシミュレーション 
 などの対応をサポートし、成功率を上げるサービスです。 
 
 当社のパートナーの士業が「全国対応」いたします！ 
 
 中小企業庁系の補助金は、中小企業診断士、 
 厚生労働省系の助成金は、社会保険労務士が対応いたします。 
 
◆費用 
 採択金額の15％（着手金7.5％、成果報酬7.5％） 
 助成金なう有料会員は「採択費用の合計」の5％割引となります。 



有料会員メリット１ サービス 

有料会員６つの特典 
 
1.   0120フリーダイヤルでいつでも相談でき 
    ます！！ 
2. 他社サイトにはない全国1,558市区町の 
  自治体案件も掲載！ 
3.    検索結果が無制限に！ 
4.    助成金ブログの全記事読み放題！ 
5.    条件に合った助成金だけを表示！ 
6.   毎週おすすめの助成金と新しく出た 
       助成金 のご案内メルマガをご提供！ 

★次ページ参照 



有料会員メリット２ サービス 

1558市区町の自治体の助成金、補助金情報を、 
全国58100人の主婦の地域特派員が 独自の調査をして収集しています！ 

・他社サイトにも掲載されていない、 
 助成金なう、オリジナルの案件 
・公になっていないため、倍率も低く 
 とても狙い目 
・今後も、随時拡充予定 

当社オリジナル 



マイプラン契約１ サービス 

※1  初期調査費10万円で、取り扱う商材で、取れそうな助 
        成金情報を過去の実績から洗い出します。 
※2  取り扱う商材が1つ増える毎に、＋10万円になります。 
※3  月1回の個別訪問（オンライン商談もあり）致します。 
        訪問数が1回増える毎に＋3万円となります。 
※4  自社サイトで公開する場合や、他社に配布する場合は、    
        価格は3倍になります。 



分類 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

全国

地域（東
京）

雇用系助
成金

[28年度] 補助金・助成金年間カレンダー

ものづくり補助金（２７年度１次）

ものづくり補助金（２８年度）

中小企業活路開拓調査・実現化事業

キャリアアップ助成金

キャリア形成促進助成金

職場定着助成金

新製品・新技術開発助成事業

新・展示会等出展支援助成事業

新製品・新技術開発助成事業

中小企業応

援ファンド

市場開拓助成事業

成長産業分野の海外

展開支援事業

小規模事業者持続化補助金

東京子育て応援事業

ものづくり補助金

（２７年度２次）

マイプラン契約２ サービス 

2016年の助成金・補助金の公募実績から、御社に合せた計画を立て、戦略的に実施します！ 

最強！ 
『助成金は時間との戦いです！』 

年間計画立案 



※2017年5月
現在 

マイプラン契約３ サービス 

御社顧客の申請サポート 
「助成金は書類が面倒」 
というお客様に全国対応 
 
サポート内容 
「申請書作成のサポート」 
「事業計画のアドバイス」 共催セミナー

も開催 



パートナー契約 サービス 

※5つのプランより選んで
お申込み下さい！ 



データ販売 サービス 

助成金なうでは、
情報を一元化し
データ販売を 
行っています。 



通信会社様  採用事例１ 

4ヶ月で4000社登録！ 



出版社様  採用事例２ 

助成金を記事として
週2回配信 
UUが3.6倍に！ 



電力会社様  採用事例３ 

代理店向け特定5県
の助成金・入札 
情報を毎週配信 
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  会員数 助成金なう会員推移（2017年6月現在）  

会員：7,982名 

Facebook会員：52,884名 

合計：60,066名 



  ネットワーク 士業、研修会社とのパートナーシップ  

※2017年6月現在 

全国士業 
ネットワーク 
全71社 



  ネットワーク ビジネスパートナー  

2017年6月現在：全124社 

毎月パートナー 
向けセミナーを
開催中！ 



  セミナー 

・全国対応オンラインセミナー 
・旬の助成金の内容を深堀りしたセミナー 
・パートナー企業向け説明会 
・有料会員限定セミナー 

マイプラン契約会社&ビジネスパートナー共同セミナー開催 



「助成金なう」Facebook 毎日配信中！ 情報発信 

最新情報をキャッチアップ！ 
「助成金なう」Facebookページ！ 
 
・50,000いいね達成の注目度（2017年5月現在） 

・BLOGと連動して、最新情報を 
 スピーディー発信！ 

 



「助成金なう」ブログ 毎日配信中！ 情報発信 

毎日更新！「助成金なう」ブログ 
 
・新しく出た助成金・補助金 
・今！旬の補助金のご紹介 
・有料会員限定記事／ニュース 
・助成金・補助金Q＆A 

助成金なうの全てが分かる！ 
小冊子も無料配布中！ 



(株)ナビット紹介 地下鉄のりかえ便利マップを知っていますか？ 

育児期間中に発案 
 

駅の構造が事前にわかっていれば、私も子供
も助かるのに・・・ 
 

始まりは、 
ベビーカーの発想から・・・ 



(株)ナビット紹介 全国58,100人の地域特派員調査網 



(株)ナビット紹介 お問合せ 

◆ フリーダイヤル ◆ 

✆0120-937-781 
 

◆ E-mail ◆ 

webmaster@navit-j.com 

ご紹介いたしました「助成金なう」に関するお
問合せは、以下までお気軽にご連絡ください。 

担当：前田、野村、後藤 

mailto:webmaster@navit-j.com
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