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かながわ「産業 Navi 大賞」2019 応募申込書 
 

 
受付日 

 
受付 No. 

  

ご応募いただくにあたって、「個人情報のお取扱い」に関し、ご同意いただく必要がある事項を【「個人情報のお取扱い」

に関する重要事項】に記載しています。記載事項をご了承いただいたうえで、ご応募ください。 
 

Ⅰ.企業の概況 
 

 
記入日： 2019 年 4 月 7 日  

 

企業名 

フリガナ カブシキカイシャ サンギョウナビ 

株式会社 産業 Navi 大賞 

代表者役職 代表取締役 代表者名 

フリガナ サンギョウ タロウ 

 産業 太郎 

本社所在地 

（住所） 

（〒 231 - 8252 ) 

横浜市中区元浜町 4-32 

TEL. 045 （ 671 ） ○○○○ FAX. 045 ( 664 ) ○○○○ 

URL  http://www.navida.ne.jp/sangyo/ 

設立年月 （西暦） 1998 年 8 月 
 

資本金 1,000 万円 

従業員数 正社員 5 名 ／ パート・アルバイト 1 名  

業 種 IT 関連事業 

主な事業内容 ホームページ制作、システム管理、ソフト開発 等 

 

ご担当者がいる場合ご記入ください ※ご担当者と代表者が同じ場合は代表者の E-Mailをご記入願います 
 

担当者名 

フリガナ サンギョウ ハナコ 

部署・役職 課長 
産業 花子 

連絡先 

（E-Mail） s_hanako@navida.○○ 

本社所在地と住所が異なる場合はご記入ください  

同上 

TEL. 045 （ 671 ） ○○○○(直) FAX. 045 ( 664 ) ○○○○ 

㊞ 
産 業 

ナ ビ 

代表者印を 
捺印ください 
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Ⅱ.応募事業（サービス・製品・商品・技術等） 
 

Ⅱ-Ⅰ.応募事業の概要 
 

応募事業の名称 オールインワンだから分かりやすい!!  安心・簡単・ホームページ  「産業 Navi」 

応募事業の説明 

簡単に PR してください〈２００文字程度〉 

中小企業の経営の資たる事業である製品・商品・サービス・技術等を WEB 上で紹介するための 

ホームページ制作・掲載サービスです。 オールインワンだから分かりやく、安心してご利用いただけます。 

 

事業の引き合い向上を目的に、中小企業の経営の後押しを行ってまいりました。ホームページのことで 

現在抱えているアクセス数や修正の問題からコスト削減に至るまで、困ったことがあれば親身になって 

ご相談承ります。  

応募事業の分野 

◇該当する分野の番号をご記入ください。1.製造 及び 8.その他 は、分野の詳細もご記入ください。 

1.製造  2.建設  3.飲食  4.サービス  5.卸売・小売  6.運輸  7.情報通信  8.その他 

該当番号 7 分野の詳細  

企画開発・準備期間 （西暦） 2008 年 6 月 ～ 2011 年 12 月 事業化時期 （西暦） 2012 年 2 月 

事業の改善時期 （西暦） 2016 年 10 月 ※事業化後、事業の改善や見直しがあった場合のみご記入ください。 

応募事業の企画・生産・販売について 

右記の該当する番号より選択し、ご記入ください。   

1.自社  2.共同  3.委託 

企画 1 生産 1 販売 2 

 

Ⅱ-Ⅱ.経営実績 ※ 期中の実績見込の記入は不可（必ず確定した決算実績を記入してください） 

 

決算月 12 月 
◎応募事業のみの実績 
 

 
３期前 前々期 前期 

（西暦） 2016 年 1 月～ 2016 年 12 月 （西暦） 2017 年 1 月～ 2017 年 12 月 （西暦） 2018 年 1 月～ 2018 年 12 月 

売上高 2,953 千円 4,031 千円 7,378 千円 

売上原価 1,120 千円 1,754 千円 1,566 千円 

売上総利益 1,833 千円 2,277 千円 5,812 千円 

営業利益 1,099 千円 1,480 千円 3,320 千円 

 

◎会社全体の経営実績 

 
３期前 前々期 前期 

（西暦） 2016 年 1 月～ 2016 年 12 月 （西暦） 2017 年 1 月～ 2017 年 12 月 （西暦） 2018 年 1 月～ 2018 年 12 月 

売上高 35,469 千円 36,144 千円 42,582 千円 

営業利益 14,187 千円 14,457 千円 15,514 千円 

分かり易く、 
簡単な表現で 
ご記入ください 

審査・表彰時に 
使用します 
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Ⅱ-Ⅲ.内容・特徴について 
 

 ◎応募事業（サービス・製品・商品・技術等）について内容や特徴などを詳しくご記入ください 
  〈関連する文献・パンフレット・説明書などがある場合は添付し、その旨を添付資料記入欄にご記入ください〉 

中小企業における自社の経営に資する事業である製品、商品、サービス、技術等の広報を支援することを目的に開発したサ

イトです。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。  

これまでのものにはない特長として次の３つがあります。 

 

 

①大幅なコストダウンを□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

 

②お客さまのニーズにお応えする□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

 

③神奈川県の中小企業２５００社の□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。          

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。                                                                               

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。                    

 

様々な分野の企業ニーズにも対応しており、県内の各種経済団体にも取り上げられています。  

【添付資料】 

・会社案内    １部 

・パンフレット   １部 

・事業概況    １部 

・補足資料 Ａ４ ３枚 

応募事業の説明またはデモンストレーションを行っている動画資料等がある場合、記入のうえ、ご送付ください。 

1.CD または DVD 等の記憶媒体 

無し 

 2.Youtube などへの掲載内容〈URL〉 

 
http://www.navida.ne.jp/sangyo/douga.html 

 

http:// 

http:// 
 

 

 

※お送りいただいた資料、CD および DVD 等の記憶媒体は返却いたしません 

お客様にご説明するような

感じで、応募事業について

ご記入ください 

審査時の補足資料とし

て使用しますので、ご

用意があれば同封して

ください 
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Ⅱ-Ⅳ.応募事業について （以下の①～⑤で該当する事項についてご記入ください） 
 

 

 

① 新規性・創造性 
 

 

◎新製品・新技術・新サービス、新分野や異業種分野への参入、経営革新や他産業との連携等、新たな取り組み

等があればご記入ください 

元々の開発は、決められた一部の事業にのみ特化したものであったため、需要が著しく偏ってしまった。 

この点を勘案し、他業種へも対応可能なものとするために新たなシステム開発を行い、□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□。 

 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

 

今後も異なった分野への効果が期待できる事業であると考えているため、更に企画検討と研究を重ねて進化していきます。 

 

② 優位性・独自性 
 

◎他社にはない、他社にできない等の模倣の難しさ、先行優位性等 

企画段階より独自な形式で開発にあたり、その後○年の実験を積み重ね、当初の事業化に至った。 

しかしながら、実際の商品化に至り、改良が必要なことが判明したため□□□□□□□□□□。 

 

商品としての売り出しは□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□。 

 

事業改善後に、特許の出願に至った。（詳細は下記のとおりです） 

 

特許・実用新案 

名称・番号・取得日 

特許出願                                                               

出願日   平成２４年○月○日                                                  

出願番号  特願○○○○－×××××× 
 

受賞歴等 

第８回 地域○○技術表彰  IT 部門 技術賞 

 

③ 市場性（話題性・注目度） 
 

 

◎対象となる市場、市場の規模、成長性、市場でのシェア等 

県内中小企業者から個人事業者の経営に資する各種事業の広報を支援することを目的に事業を展開しています。○○

万社あると言われる中小企業に対して、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

 

お客さまのニーズに応えるホームページによる広報を作成からお手伝いをいたします。 
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④社会性 
 

 ◎地域貢献・雇用・福祉・教育的効果等 

県内中小企業の雇用の安定と従業員の福利厚生の充実を図ることを目的に、昭和○○年の事業開始しより商工振興事業

を継続的に実施して参りました。これまでに□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

 

今後も継続して、県内中小企業の雇用の安定を図り、地域活性化を進める事業を展開して参ります。 

 

⑤環境性 
 

 

 ◎環境問題・環境保全への取組、省資源化の推進に伴う効果等 

当社は、IT ソリューションやサービスなどを推進することにより、中小企業の省エネと CO2 の削減に貢献するための

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

 

工場や事務所のエネルギーマネジメント、会議や事業の IT 化など、新しい技術を提供することにより、中小企業でも出来るさ

まざまな側面の合理化、省エネ化の取り組みを実施して参りました。事業効果としては、２０１０年度が○○％、２０１１年度が

○○％と□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

 

当社においても、IT 機器自体と IT サービスによる省エネを図り、

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□。 

 
 

  

 ■かながわ「産業 Navi 大賞」をどちらでお知りになりましたか？ 

 該当する番号をご記入ください。 

 該当番号４・６・７・８は、WEB サイト名・団体名等もご記入ください。   
 

 １. 新聞広告 
 

 ２. 福祉振興財団からの案内（DM・メルマガ等） 
 

 ３. 産業 Navi WEB サイト 
 

 ４. その他 WEB サイト 
 

 ５. 福祉共済協同組合の職員からの紹介 
 

 ６. 産業 Navi 大賞 後援団体 
 

 ７. 商工団体〈商工会・商工会議所等〉 
 

 ８. その他   
 

該当番号 1、6 
 WEB サイト名 

 団体名 等 
○○○新聞 、後援団体○○○○の職員からの紹介 

 


