
ご支援価格について 

助成金・補助金 
株式会社ライトアップ 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※各種料金メニューは随時変更になる可能性がございます 
※BPOメニューは随時増加予定です 
※補助金コンサルティング・成果報酬は制度ごとに変動いたします 

支援メニュー名  料金（税別）  支払タイミング 

共通  必須  JSaaS  月3,000円  申込から3営業日 

助成金 

必須  助成金コンサルティング（手付金） 
※各申請助成金・コースごとに商品名があります。  

50,000円／コース  申込から3営業日 

必須  計画申請代金 ※専門士業費用  50,000円／コース 
計画申請時 

士業より別途ご請求 

必須  成果報酬 ※専門士業費用  5％ 
受給時 

士業より別途ご請求 

任意 
（BPOメニュー） 

就業規則作成ツール入力代行  30,000〜50,000円 

申込から3営業日 

就業規則編集ツール入力代行  10,000円 

就業規則届出代行  5,000円 

労働条件通知書作成ツール入力代行  10,000〜30,000円 

出勤簿作成ツール入力代行  10,000〜30,000円 

簡易労務違反チェック（社員数20名まで）※追加分は別途お見積  10,000〜20,000円 

進行表作成代行（1回につき）  10,000円 

病院・クリニック選定代行（リスト化作業）  10,000円 

研修選定代行（リスト化作業）  10,000円 

申請支援パック再送  10,000円 

個別オンラインサポートMTG（最大1時間）  10,000円 

助成金 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※各種料金メニューは随時変更になる可能性がございます 
※BPOメニューは随時増加予定です 
※補助金コンサルティング・成果報酬は制度ごとに変動いたします 

支援メニュー名  料金（税別）  支払タイミング 

共通  必須  JSaaS  月3,000円  申込から3営業日 

補助金 

必須  補助金コンサルティング（手付金） 
50,000～150,000円 

／コース 
申込から3営業日 

必須 
※採択時  成果報酬 

3～15％ 
※上限額500万円 

交付決定から2週間以内 
※最低報酬は採択日  

3営業日以内 

任意 
（BPOメニュー） 

ヒアリングシート入力代行（1回）  30,000円 

申込から3営業日 

電子申請書類準備サポート（1書類）  10,000円 

電子申請レクチャーMTG（1回）  20,000円 

交付申請サポート（1回）  50,000円 

実績報告における提出書類添削（1回）  50,000円 

相見積取得代行（1社）  30,000円 

　　　　　 事業計画書作成支援※補助金申請なし  300,000円

補助金 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想定収支シュミレーション 
本シュミレーション金額は確約されるものではございません。  

申請金額やご支援内容によりお客様ごとに異なりますので、目安としてご参照くださ
い 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正社員1名以上、設備投資予定なし 

⇒ 助成金２コース87万円、BPOオプション３万円分申請の場合 

支援内容  支払時期  単価  個数  合計 

必須 

JSaaS ※年間契約   申込から3営業日   月3,000円  12か月  36,000円 

助成金コンサルティング（手付金）   申込から3営業日   50,000円／コース   2  100,000円 

計画申請代金 ※専門士業費用   計画申請時 
※士業よりご請求  

50,000円／コース   2  100,000円 

成果報酬 ※専門士業費用   受給時 
※士業よりご請求  

5％  2  50,000円 

任意  BPOメニュー  申込から3営業日   （詳細はP2へ）   任意 
30,000円 
（想定） 

※各種料金メニューは随時変更になる可能性がございます 
※BPOメニューは随時増加予定です 

支出合計 
316,000円 

870,000円ー316,000円 ＝ 収支合計 554,000円 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支援内容  支払時期  単価  個数  合計 

必須 
JSaaS ※年間契約   申込から3営業日   月3,000円  12か月  36,000円 

補助金コンサルティング   申込から3営業日   50,000円／コース  
※制度により10～15万円の  

場合あり 

1  50,000円 

必須 
※採択時 

成果報酬 ※採択された場合に発生   　　　交付決定から2週間内  
10％ 

※制度やプランにより  
3～15％で変動  

１  500,000円 

任意  BPOメニュー  申込から3営業日   （詳細はP3へ）   任意 
50,000円 
（想定） 

※各種料金メニューは随時変更になる可能性がございます 
※BPOメニューは随時増加予定です 

支出合計  
636,000円 

5,000,000円ー636,000円 ＝ 収支合計 4,364,000円 

正社員なし、1000万円の設備投資予定あり 

⇒ 補助率1/2 （500万円）の補助金申請の場合 

※設備投資にかかる補助対象経費は含んでおりません 

6 Copyright（C） WriteUp! Co.,Ltd.（http://www.writeup.co.jp） 

http://www.writeup.co.jp/


申請金額やコース数・必要なご支援内容に基づく従量課金制となります 

まずはお気軽に、無料相談をご依頼ください 

御社が申請できる制度、その為に必要な費用をお見積いたします！ 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運営会社 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（参考）共通メニュー「JSaaS」とは 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補助金・助成金は自分で申請できる！ 

社長のための経営支援サービスです 

月3000円でこちらのサポートが受けられます 

できるだけ「コストを抑えたい」 

経営者さまにオススメ！ 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補助金・助成金活用の課題 

自社にあった制度を 

探せない 

マニュアルを読んでも 

理解できない 

膨大かつ専門性が高い 

書類作成が大変 
誰かに任せたいが 

業者がいない 

４つのハードルがあり、活用できない・・・！ 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まずは「地域」「使い道」等々で申請可能性がある制度を検索しましょう。 

日本全国の公的支援制度を横断検索可能！ 

「探せない」を解消します！ 

“千葉県”の会社が”新規事業”をやる時
に 使える制度はないかな・・？  

おお！”17個”も制度がある！   
それぞれの概要を見てみよう！  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「自動メール通知」でプッシュ案内も受け取れる 

自社が使えるおすすめ制度を「毎月メール」で受け取る 

※間もなく実装予定  

「探せない」を解消します！ 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　人気制度の「解説動画」をみて、しっかり理解できる。                

　JSaaS認定コンサルタントと個別にオンライン相談を行うことも可能です。 

解説動画や個別オンライン相談で疑問を解消！ 

「理解できない」を解消します！ 

“移動時間でサクッと”動画視聴！   
次の新規事業が対象になりそうだ！  

分野別の”専門家に個別相談”できる！ 
都合がつく時間を予約してみよう！  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　「まずは自力で申請してみる」ことを推奨しています。 

　既に合格実績がある計画書を横に置きながら申請書類の作成にトライできます！ 

既に合格している申請書類をダウンロードし放題！ 

「書類が作成できない」を解消します！ 

ちょうど考えている新規事業に近い  
申請書類だ！              
 ”参考にすれば書けそうだ！”  

ダウンロードした申請書類の   
“合格理由の深堀り動画”を  
見れば準備万端！ 

15 Copyright（C） WriteUp! Co.,Ltd.（http://www.writeup.co.jp） 

http://www.writeup.co.jp/


各領域に精通した専門家に会員限定価格で依頼！ 

「代行業者が見つからない」を解消します！ 

興味がある制度に精通した  
“選りすぐりの専門家”に   
すぐに依頼できる！  

事業再構築補助金の              
“成果報酬が3％～！”   
 “手付金も無料”で挑戦しやすい！  

※支援費用は制度により変動します 

　制度によって依頼先が変わるため、最適な専門家を探すことがとても大変。  

　JSaaS認定コンサルタントにすぐに依頼可能、手数料はお得な会員限定価格です。 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事業再構築補助金を活用して、  
児童療育サービスの新規事業開始！ 

予想以上の助成金を獲得！（ガラス加工業）  

「こんなに貰えるのか、と驚きました」 

オンラインセミナー事業を開始！ 
自分の想いが形になりました 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