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中小企業生産性革命推進事業の特別枠の改編
令和2年度第3次補正予算額 2,300億円

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

運営費
交付金

事業イメージ

成果目標
 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後４年以内
に、以下の達成を目指します。
・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上
・補助事業者全体の給与支給総額が1.5%以上向上
・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％
以上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後２年で、販路開拓
で売上増加につながった事業者の割合を80%とすることを目指します。

 サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後４年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の年率平均３％以上向上を目指します。
※ ３事業とも、補助事業実施年度の生産性向上や賃上げは求めないこととします。

中小
企業等

中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816
中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036
商務・サービスG サービス政策課 03-3580-3922

民間
団体等

定額
補助

補助
(2/3等)

【低感染リスク型ビジネス枠における各補助事業の拡充内容】

①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
（補助額：100万～1,000万円、補助率：2/3）
対人接触機会の減少に資する、製品開発、サービス開発、生産プロセス
の改善に必要な設備投資、システム構築等を支援します。
②小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
（補助上限：100万円、補助率：3/4 ）
小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた
新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援し、その取
組に資する感染防止対策への投資についても、一部支援します。 （※）
※補助対象経費のうち1/4を上限として感染防止対策を支援
③サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
（補助額：30万～450万円（※）、補助率：2/3）
※テレワーク対応類型は補助上限150万円
複数の業務工程を広範囲に非対面化する業務形態の転換が可能なIT
ツールの導入を支援します。また、この中において、テレワーク対応類型を設
け、テレワーク用のクラウド対応したITツールを導入する取組を支援します。

事業目的・概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、感染拡大を抑えながら経
済の持ち直しを図るため、中小企業のポストコロナに向けた経済構造の転換・
好循環を実現させることが必要です。

新型コロナウイルス感染症の流行が継続している中で、現下及びポストコロナ
の状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けた中小企業等の取組を支援
するため、令和2年度一次・二次補正で措置した特別枠を新特別枠（低感
染リスク型ビジネス枠）に改編します。（※現行の特別枠は令和2年12月で
募集終了）

補助上限・補助率 通常枠 低感染リスク型ビジネス枠
ものづくり補助金

（設備導入、システム構築）
1,000万円・

1/2(小規模 2/3) 1,000万円・2/3

持続化補助金
(販路開拓等) 50万円・2/3 100万円（※）・3/4

※ 感染防止対策費も一部支援

IT導入補助金
（IT導入） 450万円・1/2 450万円（※）・2/3

※テレワーク対応類型は150万円

①ものづくり補助金

◆今後のスケジュール感
通年公募

◆本事業の予算額内訳
未定

◆想定採択件数
未定

◆公募お知らせ予定ページ
https://portal.monodu
kuri-hojo.jp/

◆各種加点要素あり
・事業継続力強化計画
https://www.chusho.
meti.go.jp/keiei/antei
/bousai/keizokuryoku.
htm

※詳細次ページ 1

【CNF関連活用イメージ】
 CNFを活用した製品製造のために必要な設備の導入

https://portal.monodukuri-hojo.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.htm
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①ものづくり補助金 ～詳細リーフレット～



②中小企業等事業再構築促進事業

【CNF関連活用イメージ】
 コロナ禍の影響を受けているにもかかわらず、新たにCNFを活用した事業の立ち上げ（新事業に必要
な設備導入に加え、社員研修や販売促進活動も含む）

◆今後のスケジュール感
３月公募（予定）
※公募は複数回実施予定

◆想定採択件数
•通常枠：55,000社程度
•卒業枠：400社
•グローバルV字回復枠：100社

◆公募お知らせ予定ページ
https://www.meti.go.jp/co
vid-
19/jigyo_saikoutiku/index.h
tml

※詳細次ページ 3

中小企業等事業再構築促進事業
令和2年度第3次補正予算額 1兆1,485億円

（１）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（２）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

（３）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

事業の内容 事業イメージ

成果目標
事業終了後3～5年で、付加価値額の年率平均3.0％(一部5.0%)以上
増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0％(一部
5.0％)以上の増加を目指します。

事業目的・概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が
期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナの時代の経済社会の変化に対応す
るために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転
換を促すことが重要です。

 そのため、新規事業分野への進出等の新分野展開、業態転換、事業・業
種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事
業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

 また、事業再構築を通じて中小企業等が事業規模を拡大し中堅企業に成
長することや、海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことが特に重要であ
ることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。

本事業では、中小企業等と認定支援機関や金融機関が共同で事業計画
を策定し、両者が連携し一体となって取り組む事業再構築を支援します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

中小企業庁 技術・経営革新課
03-3501-1816

国 中小
企業等

民間
団体等

補助
100万～1億円

2/3又は1/2
（一部1/3）

補助
（基金造成）

①申請前の直近6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3
カ月の合計売上高と比較して10％以上減少している中小企業等。

②自社の強みや経営資源（ヒト/モノ等）を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指
針」に沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業等。

 小売店舗による衣服販売業を営んでいたところ、コロナの影響で売上が減少したことを契
機に店舗を縮小し、ネット販売事業やサブスクサービス事業に業態を転換。

 ガソリン車の部品を製造している事業者が、コロナ危機を契機に従来のサプライチェーンが
変化する可能性がある中、今後の需要拡大が見込まれるEVや蓄電池に必要な特殊部
品の製造に着手、生産に必要な専用設備を導入。

 航空機部品を製造している事業者が、コロナの影響で需要が激減したため、当該事業
の圧縮・関連設備の廃棄を行い、新たな設備を導入してロボット関連部品・医療機器
部品製造の事業を新規に立上げ。

補助金額 補助率

中小企業（通常枠） 100万円以上6,000万円以下 2/3

中小企業（卒業枠）※1 6,000万円超～1億円以下 2/3

中堅企業（通常枠） 100万円以上8,000万円以下 1/2（4,000万円超は1/3）

中堅企業（グローバルV字回復枠）
※2 8,000万円超～1億円以下 1/2

事業再構築のイメージ

補助金額・補助率

補助対象要件

※１．中小企業（卒業枠）：400社限定。
計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増
やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※２．中堅企業（グローバルV字回復枠）：100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して、

15％以上減少している中堅企業。
②事業終了後3～5年で、付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。

※本事業では電子申請のみを受け付けます。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
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②中小企業等事業再構築促進事業 ～詳細リーフレット～



戦略的基盤技術高度化・連携支援事業
令和3年度予算案額 109.0億円（131.2億円）

中小企業庁 技術・経営革新課
03-3501-1816

事業の内容 事業イメージ

成果目標
戦略的基盤技術高度化支援事業及び商業・サービス競争力
強化連携支援事業においては事業終了後5年時点で以下の
達成を目指します。
・事業化を達成するプロジェクトが50％超
・売上累計額が総予算投入額の150％超
・補助事業者全体の付加価値額が15％以上向上
・補助事業者全体の給与支給総額が7.5%以上向上 等

（1）戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）

• 精密加工、表面処理、立体造形などのものづくり基盤技術の向
上を図ることを目的として、中小企業等が、大学・公設試等と連
携して行う、研究開発、その成果の販路開拓に係る取組等に対
して最大3年間の支援を実施します。

• また、ものづくり中小企業のビジネスマッチングサイトである「サポイン
マッチ・ナビ」について、事業者同士のマッチングの機会を増やすこと
や展示会への出展を支援すること等を通じ、研究開発成果の事
業化及び事業拡大を後押しします。

（2）商業・サービス競争力強化連携支援事業（サビサポ事業）

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
中小企業・小規模事業者

大学、公設試
民間団体等

(1)(2)委託
(1)(2)補助(原則1/2,2/3)

事業目的・概要
我が国の経済を活性化するためには、事業者の大部分を占め
る中小企業等を重点的に支援していくことが重要であり、中小
企業等を中心とした継続的なイノベーション創出に向けた支援
の強化が必要です。
このため、中小企業等におけるイノベーションの創出を図るべく、
中小企業等が産学官連携して行う研究開発や新しいサービス
モデルの開発等のための事業を支援します。

補助上限額：4,500万円
※３年間の総額で9,750万円、単年度で4,500万円を超えない範囲で
補助を受けることが可能

補助率：原則2/3以内

• 中小企業が、異分野の中小企業や大学・公設試等と連携し、
革新的なサービスモデルの開発等を行う取組について、最大2
年間の支援を実施します。
補助上限額：3,000万円

※2年度目は初年度の交付決定額を上限

補助率： 1/2以内 ※AI・IoT等の先端技術活用の場合は2/3以内

③サポイン補助金

【CNF関連活用イメージ】
 CNF関連製品の開発・製造に必要な基盤技術の開発

（例：CNF樹脂製造に対応した高効率な射出成形技術の開発 等）

◆今後のスケジュール感
未定

◆本事業の予算額内訳
未定

◆想定採択件数
未定

◆公募お知らせ予定ページ
https://www.chusho.
meti.go.jp/keiei/sapoi
n/index.html
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https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/index.html


中小企業生産性革命推進事業の特別枠の改編
令和2年度第3次補正予算額 2,300億円

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
(独)中小企業
基盤整備機構

運営費
交付金

事業イメージ

成果目標
 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後４年以内
に、以下の達成を目指します。
・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上
・補助事業者全体の給与支給総額が1.5%以上向上
・付加価値額年率平均３％以上向上及び給与支給総額年率平均1.5％
以上向上の目標を達成している事業者割合65%以上

小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後２年で、販路開拓
で売上増加につながった事業者の割合を80%とすることを目指します。

 サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後４年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の年率平均３％以上向上を目指します。
※ ３事業とも、補助事業実施年度の生産性向上や賃上げは求めないこととします。

中小
企業等

中小企業庁 技術・経営革新課 03-3501-1816
中小企業庁 小規模企業振興課 03-3501-2036
商務・サービスG サービス政策課 03-3580-3922

民間
団体等

定額
補助

補助
(2/3等)

【低感染リスク型ビジネス枠における各補助事業の拡充内容】

①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
（補助額：100万～1,000万円、補助率：2/3）
対人接触機会の減少に資する、製品開発、サービス開発、生産プロセス
の改善に必要な設備投資、システム構築等を支援します。
②小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
（補助上限：100万円、補助率：3/4 ）
小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた
新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援し、その取
組に資する感染防止対策への投資についても、一部支援します。 （※）
※補助対象経費のうち1/4を上限として感染防止対策を支援
③サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
（補助額：30万～450万円（※）、補助率：2/3）
※テレワーク対応類型は補助上限150万円
複数の業務工程を広範囲に非対面化する業務形態の転換が可能なIT
ツールの導入を支援します。また、この中において、テレワーク対応類型を設
け、テレワーク用のクラウド対応したITツールを導入する取組を支援します。

事業目的・概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、感染拡大を抑えながら経
済の持ち直しを図るため、中小企業のポストコロナに向けた経済構造の転換・
好循環を実現させることが必要です。

新型コロナウイルス感染症の流行が継続している中で、現下及びポストコロナ
の状況に対応したビジネスモデルへの転換に向けた中小企業等の取組を支援
するため、令和2年度一次・二次補正で措置した特別枠を新特別枠（低感
染リスク型ビジネス枠）に改編します。（※現行の特別枠は令和2年12月で
募集終了）

補助上限・補助率 通常枠 低感染リスク型ビジネス枠
ものづくり補助金

（設備導入、システム構築）
1,000万円・

1/2(小規模 2/3) 1,000万円・2/3

持続化補助金
(販路開拓等) 50万円・2/3 100万円（※）・3/4

※ 感染防止対策費も一部支援

IT導入補助金
（IT導入） 450万円・1/2 450万円（※）・2/3

※テレワーク対応類型は150万円

④持続化補助金

【CNF関連活用イメージ】
 CNFを活用した製品の営業活動ツールの導入

◆今後のスケジュール感
通年公募

◆本事業の予算額内訳
未定

◆想定採択件数
未定

◆公募お知らせ予定ページ
https://r1.jizokukahoj
okin.info/

https://www.shokokai
.or.jp/jizokuka_r1h/

※詳細次ページ 6

https://r1.jizokukahojokin.info/
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
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④持続化補助金 ～詳細リーフレット～



8

⑤税制措置（中小企業等経営強化法に基づく支援）

対象設備

その他要件

対象者

税制措置

「機械装置」「測定工具及び検査工具」「器具備
品」「建物附属設備」「ソフトウエア」

「機械装置」「工具」「器具備品」「建物附属設
備」「ソフトウエア」

青色申告をする中小企業者（資本の額が1億円以下の法人または従業員1000人以下の個人等）

生産等設備を構成するものであること／最低取得価額／国内への投資であること／中古資産・貸付資産でないこと/指定業種の事業に用いること 等

○法人税・所得税
即時償却または税額控除１０％（資本金の額が３千万超の法人は７％）の選択適用

生産性向上設備（A類型） 収益力強化設備（B類型）

法人税・所得税の特例措置

要件
① 認定経営力向上計画に基づく取得
② 旧モデル比生産性向上（年平均１％以上）
③ 資産種類に応じて販売開始時期要件あり

① 認定経営力向上計画に基づく取得

② 当該投資計画の投資利益率が年平均
５％以上であること（要経産大臣確認）

「機械装置」「工具」「器具備品」「建物附属設
備」「ソフトウエア」

デジタル化設備（C類型）

① 認定経営力向上計画に基づく取得

② 事業プロセスの遠隔操作、可視化、自
動制御化のいずれかを可能にする設備

【CNF関連活用イメージ】
 CNF事業に必要な設備の導入（経営力向上計画の認定が必要）
詳細：https://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/koujyoukeikaku/keieikyouka_seido.html

https://www.kansai.meti.go.jp/3-3shinki/koujyoukeikaku/keieikyouka_seido.html


9

⑥税制措置（生産性向上特別措置法に基づく支援）

対象設備
（※１）

その他要件

対象者

税制措置

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類（最低取得価格/販売開始時期）】
 機械装置（160万円以上/10年以内）
 測定工具及び検査工具（30万円以上/5年以内）
 器具備品（30万円以上/6年以内）
 建物附属設備（※２）（60万円以上/14年以内）
 構築物（120万円以上/14年以内）
 事業用家屋（取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの）

資本金額１億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
（大企業の子会社等を除く）

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

固定資産税の課税標準を、３年間ゼロ～１／２（※３）に軽減

固定資産税の特例措置

【CNF関連活用イメージ】
 CNF事業に必要な設備の導入（先端設備等導入計画の認定が必要）
詳細：https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

※１市町村によって異なる場合あり ※２家屋と一体となって効用を果たすものを除く ※３市町村の条例で定める割合

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
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【参考】環境省の補助事業

◆今後のスケジュール感
未定

◆本事業の予算額内訳
未定

◆想定採択件数
未定

◆公募お知らせ予定ページ
http://www.env.go.jp/
earth/ondanka/cnf.ht
ml

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/cnf.html
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⑦人材育成関連施策

 NEDO特別講座の一環で、企業においてCNFの新製品開
発の中核となる即戦力人材を育成することを目的に、東京
大学、京都大学、京都市産業技術研究所、産業技術総
合研究所（中国）を拠点とした人材育成講座を2020年
度から開講。

 受講生は半年間で、講義を通じて、CNF関連の各種製造
技術や分析・評価技術を体系的に習得するとともに、実習を
行うことで、製品開発に必要な各種技術を身につける。

 NEDOは産業界のニーズに応えるため、最新のCNF関連技
術に関して、実践的かつ即戦力となる人材の育成を目指す。

【詳細】

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101294.html

ナノセルロース塾（京都市産業技術研究所） 人材育成講座（NEDO）

 分野融合によるCNFの社会実装の促進を図るため、ＣＮＦ
以外の異分野技術に関する専門家を招聘し、異なる技術
領域との融合や複合によりＣＮＦの新たな活用に関するヒ
ントを得るとともに、将来の共同研究開発等のシーズ開拓や
マーケット開拓のヒントを得る場として、京都大学、京都市
産業技術研究所が2018年度から開講（定員100名）。

 受講生は、講義を通じてCNFの基礎知識と応用分野の可
能性を習得するとともに、ネットワーキングを通じて受講生間
の人脈づくりを図り、CNFの社会実装に向けたオープンイノ
ベーションを実践する。

【詳細】

http://tc-kyoto.or.jp/about/organization/planning/cnf.html

・受講生の満足度（参加して良かった） 98％
・受講生間のネットワークの構築実績 68％

*第1期・2期生のアンケート結果から

第1期（2018年度） 7回講義
第2期（2019年度） 8回講義
第3期（2020年度） 5回講義（オンラインにて実施）
第4期（2021年度） 企画中

運営体制
塾長 渡邉政嘉・京都大学客員教授
副塾長 吉田朋央・NEDOイノベーション推進部主幹
顧問 矢野浩之・京都大学生存圏研究所教授

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101294.html
http://tc-kyoto.or.jp/about/organization/planning/cnf.html


【参考】ナノセルロースジャパン（NCJ）のご案内
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CNFとは？
●植物繊維の主成分「セルロース」を細かくほぐすことで得られ
る素材。

●解繊方法により、水系（水分散性）CNFと非水系CNF
に大きく分けられます。

●プラスチック・ゴム等の樹脂、不織布など様々なものに混ぜ
る（複合化）ことで新たな機能をもたらす素材として、近
年注目されています。

CNFを添加するメリットは？どんな所で使える？
CNFは環境負荷の少ない持続型資源でありながら、鋼鉄の１／５の軽さで５倍の強度を
持つなどの特性を有し、次世代のバイオマス素材として注目されています。

持続型資源

軽量化

強度up

ガスバリア性

プラスチック製品

建築材料

包装材

塗料・接着剤
耐熱性

自動車の車体

増粘性

保湿性

食品生体適合性

医療・ヘルスケア用品

And more...
具体的な活用事例は裏面をチェック！

もっと知りたい！
●CNFに関するイベント・セミナー情報が知りたい方
●CNF複合化について、具体的な相談をしたい方
お問い合わせはこちら↓↓
近畿経済産業局 産業部 製造産業課

TEL:06-6966-6022

（地独）京都市産業技術研究所
TEL：075-326-6100（代表）

 CNFお問い合わせフォーム（京都市産業技術研究所）
✉ cnf_npf@tc-kyoto.or.jp

◆近畿経済産業局◆
CNF実用化への取組み紹介ページ

◆京都市産業技術研究所◆
CNFの取組み紹介ページ

家電

ゴム製品

エコでしかも高機能ってほんと？？
新素材CNF（セルロースナノファイバー）のご紹介

温室効果ガスのゼロエミッション、脱炭素社会の構築が世界の最重要課題となっていま
す。植物が二酸化炭素を吸収して作り出すCNFは、その優れた強度特性と環境調和性
から様々な分野で活躍することが期待されます。私たちが2005年から近畿経済産業局
の支援により京都市産業技術研究所と共同で進めてきたCNF強化樹脂材料は2018
年にランニングシューズのミッドソールに採用されました。皆さんもオープンイノベーションのスタ
イルでCNFに触れていただき、異分野との共同研究により商品化を進めて下さい。

プラスチック

◆CNF（セルロースナノファイバー）活用事例◆
ゴム

食品

100%CNF成形品

●ハニカムサンドイッチ構造
に成形することで、「軽
くてたわまない自然な
部材」を実現。

製造工程での活用

●透光性磁器の鋳込成形に
おける乾燥脱型が容易に
なり、歩留が向上。また、
独特のマットな手触り・風
合いを実現。

（株式会社陶葊） 「ゆうはり」

インク・塗料

●筆記時のインク粘度を従
来よりも約50％低減す
ることに成功。「速書きで
もかすれない、なめらかな
書き味」を実現。

（三菱鉛筆株式会社）
「ユニボール シグノ 307」

ティッシュペーパー

●パルプ繊維間にCNF繊維
が交絡して網目構造を形
成することで、強度が向上
し、さらに銀抗菌剤を定着
し抗菌機能を保つ。

（五條製紙株式会社） 「抗菌モイストティッシュ」

●靴底のミッドソール（甲被と靴底の間の中間
クッション材）の気泡壁を補強する素材とし
てCNFを採用。

●当社従来ミッドソール材*と
比較して、軽量性を維持し
たまま、 強度約20％、耐
久性約7％の向上を実現。
（株式会社アシックス）

「GEL-KAYANO 25」
シリーズ*FlyteFoam

●セラミック用バインダーとしてCNFを使用。●独自の積層・成形技術により100%CNF成
形体のボンネットの開発に成功。

●銀抗菌剤とCNFをティッシュペーパーに配合。

●ゲルインクボールペンのインク増粘剤として
CNFを配合。

●高性能タイヤ側面に配向
したCNF含有ゴム部材を
配置。

●走行時の安定性と乗り心
地の両立、また環境性能
の向上に繋がった。

食品
●食品添加物として使
用可能なカルボキシメ
チル化CNFを「どら焼
き」の皮に使用。

●ふわっと、しっとりした
食感と、賞味期限を
延ばすことに成功。

（株式会社田子の月） どら焼き

●高強度と耐衝撃性の両立
により、軽量化に繋がっ
た。

（パナソニック株式会社）

コードレススティック掃除機
「Power Cordless」

●スティック掃除機のボディ／
ハンドル部品に、 セルロー
スファイバー*で強化したプ
ラスチックを使用。

*セルロースファイバー：部分的にナノレベルまで解繊したセルロース繊維

発泡材

京都大学 生存圏研究所 教授 矢野 浩之

（住友ゴム工業株式会社）

（利昌工業株式会社） ボンネット

【参考】CNF活用事例リーフレット



本資料に関するお問合せ先

近畿経済産業局 製造産業課
TEL：06-6966-6022
Mail：kin-busozai@meti.go.jp

※テレワーク推進中につき、お電話でのお問合せについては
折り返しのお電話とさせていただく場合がございます。

近畿経済産業局 製造産業課
14

mailto:kin-busozai@meti.go.jp

	経済産業省�CNF分野参入に係る関連予算
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15

