政 策・会 議 情 報

補助金・施策情報

予算情報

公募情報

国の政策を先取り！

助成金を事業に活用！

国の予算を把 握！

入札のチャンスを獲得！

お知らせ 機能

AIによる情報判別

トレンド解 析

情報を漏れなくチェック！

効率的に情報収集！

営業戦略やPR活動に！

政 府・省庁の最新の政策情報が
簡単に検索・閲覧・解析できる、
国内唯 一 の We b サービス！

使いやすさ実感！

10日間無料トライアル

政 策リサーチ

情報チェックの時間を短縮できる、サイトのひと工夫！
検索結果一覧 (① ) と 選択した項目のPDF ( ② ) を 同じウィンドウで フリーワード検 索 と カテゴリー別 検索 で
必要な情報を簡単に検索できます。
プレビュー 表 示 でき、資料の検索がよりスムーズに行えます。

使 いこなせるか
心 配 な方にも安心！

無料説明会 を開催中

会社経営に国の政策情報を有効活用しませんか？

フリーワード検索

①

政府・省庁の資料を横断的に表示

政策

資料をPDF表示

②

制度

予算

公募

補助金

トレンド

首相官邸

内閣府

総務省

資料全文検索

会議名で検索

分野名で検索

省庁名で検索

料金プラン
プラン名

内

容

ID数 契約期間

支払

初期費用

利用料金

Fプラン1

IDが 1つの基本プラン

1

1年間

月払
年払

15,000円（税別）

月額 30,000円（税別）

Fプラン5

IDが 5つ使えてお得な割引プラン

5

1年間

月払
年払

50,000円（税別）

月額 100,000円（税別）

※申し込み当月は無 料です。お支払いは 次 月分を前 払いいただきます。初回のみ初期費用も併せてお支払いください。
※1つ のメールアドレスに 対して、1つ の I D を 発 行 いたします。

まずはお気軽に10日間無料トライアル・無料説明会をお申込みください！
http: //seisakuresearch.jp/
お問い合わせ・お申し込みにつきましては、販売管理会社までご連絡ください。Web からもお申し込みいただけます。
■販売管理会社

東京都文京区西片1-17- 8 K Sビル2F
TEL:03-5840-7800 FAX :03-5840-7812
E-mail : SeisakuResearch@lab-kadokawa.com
WEB:www. lab-kadokawa.com

東京都千代田区平河町 2 -16 - 6 -7F
TE L :03-5215-6071 FAX :03-5215-6072
E-mail :seisaku@rifj.jp
WEB: www.rifj.jp

国の施策を先取りした経営戦略に！

毎日100 件以上公開される政 府・省庁の会議 体の資料を
検索・閲覧・ダウンロード！ 一 般 公開 前の検 討 中の政 策
情報も取得することが できます。

政府の取り組みをあらかじめ把握しておくことで、将来を
見据えた中長期的 な 経営計画や 新規開発 などの自社事業
に活かすことができます。

助成金や公募を活用した事業計画に！

トレンドを汲んだマーケティングに！

補助金や助成制度、公募の情報をいち早くキャッチ！国の
予算を有効活用することで、新たなビジネスチャンスを掴む
ことが できます。

※「政 策リサーチ」は一 般社団法人日本 みらい研と株式会社角川アスキー総合研究所の共同研究・開発商品です。
2018 年度 I T 導入補助金の対象ツールに指定されました。
Copyright © Kadokawa Ascii Research Laboratories, Inc. All rights reserved.

政 府・省庁の動向チェックに！

201902版

S N S上での 政策ワードの 評 判を解 析！世代 や 性別などの
属性もわかるので、営業戦 略 や P R 活動に役 立てることが
できます。

国の政策情報 、支援制度 、公募 、補助金などを
会社経営に活用するための便利 な WEB サービス！
政策リサーチ は、国の政策動向や予算・助成金などの正確な情報を、検索・閲覧・解析 することができる
国内唯一 のWEB サービス です。国の政策を先取りした事業計画や、国の予算を利用した事業推進、

こんなシーンで活用いただけます！
中小製造
メーカー

（経営戦略室）

建設会社

（新規事業部）

大手
不動産会社
不動産会社

食品メーカー

（新規事業開発部）
（経営企画室）

広告代理店

（新規開発部）

（営業推進部）

法改正に合わせて
新商品を開発したい

クライアントへの
プレゼン資料を作りたい

トレンドを踏まえた営業戦略などにお役 立ていただけます。
補助金・助成金を
活用したい

情 報 をいち早く！
国の将来を決 める法案や、
閣議決定前の政策方針など
ニュースになる前の情報を
いち早く正確に知ることが
できる！

ラクに資 料 収集！
省庁に出向いたり省庁の各
ホームページから資料を探
す手間を省ける！検索ワード
で絞り込めば、欲しい情報
がすぐに見つかる！

低コストで お 得！
月々約3万円で10万件以上
ものデータを手軽に閲覧 &
ダウンロード！過 去 3 年分
の膨大な資料が、欲しい時
にいつでも入手できる！

主なサービス内容
政策・会議情報

公募を利用して
開発を進める前に
入札案件を受注したい 法案が通る可能性を把握したい

中小企業
教育機関
（研究室）
診断士

経営
コンサルタント

教育機関

報道機関

省庁・自治体

顧客に有益な情報を
提供したい

顧客へのアドバイスとして
景気を先読みしたい

政治・経済の
今後の動向を研究したい

報道の裏付けとして
より正確な情報を得たい

国の政策・予算・制度を
詳しく知りたい

（学校）

便利な機能
予算情報

補助金・施策情報

お知らせ機能

AIによる情報判別

国の政策を先取りした事業計画に！ 国の予算を把握した事業戦略に！ 助成金を活用した事業推進に！

毎日の情報チェックはこれだけ！ 要望に沿う情報を効率的に収集！

開示された過去３年分（約１０万件）の政
国家予算を簡単に検索・グラフ化でき、 補助金や支援制度などの施策情報 (約1
策・会議情報をデータベース化。PD Fで
必要情報をダウンロードすることができ 万件）を閲覧し、補助金の予算リストを
閲覧・ダウンロードすることができます。 ます。
ダウンロードすることが できます。

専門家 が その日の ポイントをまとめた
レポートを毎日更新。これを読むだけで
日々の主要情報を効率よくチェックでき
ます。

気になる政策ワードを登録しておくと、
情報が 更新された際にお知らせメール
で通知します。欲しい情報を見逃す心配
がありません。

トレンド解析
営業戦略やPR活動に！

気になる政策ワードを登録するだけで、 SNS上での政策ワードの評判を解析で
AI（人工知能）が 要望にマッチする情報 きます。世代や性別などの属性データを
を判別して教えてくれます。
Excelで取得することもできます。

