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1 岐阜県 有限会社　大創 6200002013734
特別感や癒しを提供し満足度を高めるサービ
スの提供

2 岐阜県 近藤石材店
墓石の地震対策を改良、周知して売り上げ
アップ。

3 岐阜県 池田建築
地元地域内の認知度向上に向けた新規顧客の
獲得及び受注促進事業

4 岐阜県
有限会社リサイクル・クリーン神
原

8200002015794
地元密着企業として存在感を高めるための看
板設置事業

5 岐阜県 一力屋
店内POPの改善とパンフレット配布による販売
促進力強化

6 岐阜県 東濃建設有限会社 9200002024217
岐阜県中津川産「晋也キャビア」の国内・国
外への販路拡大事業

7 岐阜県 株式会社空間建築工房 9200001028359
巣ごもり消費に対応しPR画像や動画配信をSNS
で行う集客事業

8 岐阜県 しいたけ園バーベキュー場
創業３年目「ＢＢＱ場」の利便性向上のため
の誘導看板等設置事業

9 岐阜県 株式会社杉インターフェイス 5200001034798
海外取引が必要になっている地域外潜在顧客
に向けた新事業ＰＲ

10 岐阜県 パソコンサポート　レック ビデオ撮影・編集、WEB対応サービス

11 岐阜県 株式会社ひでぴょん 8260001016292
異業種交流展示会での実演から技術マッチン
グを狙う新規顧客開拓

12 岐阜県 あおい相続・会計事務所
２代目３代目経営者への財務指導を通じた適
切な事業承継のススメ

13 岐阜県 クラウンジュエル岐阜
女性活躍推進事業拡大の為の総合ホームペー
ジの作成

14 岐阜県 株式会社　集治グループ 1200001032541
福利厚生事業の認知度アップによる新規顧客
獲得

15 岐阜県 株式会社アプト 3200001027580
郡上八幡駅前での集客・外国人観光客の集客
事業

16 岐阜県 森農園
オトナ女子の興味を引く広告を通じた観光農
園スタートアップ事業

17 岐阜県 マキノウッドワークス
最先端木材価値を生み出す木材管理改善及び
販路開拓事業

18 岐阜県 株式会社　多美人生開発 1200001036195
“反撃”インバウンドに資する複数国を対象
にしたＯＴＡ販売事業

19 岐阜県 株式会社おか多 9200001036436
原点回帰！「鮎料理」をアピールする宣伝事
業

20 岐阜県 廣木辰也土地家屋調査士事務所
ウェブサイトの新設を基点とした新規顧客の
獲得

21 岐阜県 有限会社金山昭石 2200002027606
PR強化と店舗照明改善による顧客満足度向上
と顧客囲い込み事業

22 岐阜県 株式会社肉の御嵩屋 7200001018709
スマホ専用サイト開設による販売促進と新規
顧客開拓事業

23 岐阜県 窪田住研建築事務所
精度の高い図面提案の実現による新規顧客の
獲得促進事業

24 岐阜県 セイノウ設備株式会社 5200001030649
看板設置による顧客認知度向上と受注促進事
業

25 岐阜県 株式会社奥田又右衛門膏本舗 7200001025746
顧客ニーズをふまえた高粘性充填機導入によ
るコスメ販路拡大事業

26 岐阜県 馬渕中小企業診断士事務所
地元中小企業者の事業継続のための事業承継
支援の認知度向上事業

27 岐阜県 いなりや
店舗改装！どんなお客様にも快適に喜んで貰
える空間へ

28 岐阜県 有限会社夢幸望 9200002016305
看板製作による羽毛布団丸洗いクリーニング
サービスＰＲ事業

29 岐阜県 株式会社スギセイエネ 2200001017434
店舗看板の改装による認知度向上及び新規顧
客獲得事業
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30 岐阜県 石徹白洋品店株式会社 7200001033955
ホームページとネットショップを再構築し
DtoCへの布石を打つ

31 岐阜県 エーシーアイ株式会社 4200001032621
貸別荘の宿泊者数を増加させることで建築棟
数を増やす

32 岐阜県 有限会社アートマンはんわ 2200002010355
ワーキングスペースサービス提供に伴う店舗
改装事業

33 岐阜県 伊藤瓦店
新サービス『古瓦撤去・屋根解体』の展開に
よる販路開拓

34 岐阜県 川電
ドローンを活用した点検、空撮、計測事業で
の販路開拓

35 東京都 株式会社Koago 6010001179785
HP制作とブログメディア構築によるコンテン
ツマーケティング

36 岐阜県 ドリームオープン
ＤＩＹ市場における新規顧客獲得のための広
告宣伝事業

37 岐阜県 株式会社サムズアップジャパン 1200001010613
5G時代にマッチしたプロモーション動画制作
による新規案件獲得

38 岐阜県 株式会社アドヴァンイトウ 3200001010727
店舗看板の刷新による家具小売部門の売上向
上

39 岐阜県 Heart Nail
ネイルスクール周知のためのホームページ作
成事業

40 岐阜県 FILTER
写真・動画撮影機材導入による新サービス創
出

41 岐阜県 株式会社きららホーム 3200001030279
親しみある看板設置による事務所認知度向上
計画

42 岐阜県 ヤノ技研株式会社 1200001031816
太陽光発電メンテナンス・独立電源システム
の販売力強化事業

43 岐阜県 moily 新ブランド設立に伴うブランドWEBサイト制作

44 岐阜県 SIMIAN合同会社 1200003004316
Amazonプラットフォーム利用による世界販路
拡大事業

45 岐阜県 woodpecker
ＳＮＳ広告の継続的な分析・改善による新規
顧客獲得事業

46 岐阜県 タキビデザイン
ネイチャーガイド事業拡大による売り上げ拡
大

47 岐阜県 有限会社おがわや酒店 8200002027195
インターネットショッピングと看板設置によ
る販路拡大事業

48 岐阜県 アオ山
お客様自らが参加する新たな2つの体験サービ
スの提供と情報発信

49 岐阜県 アウワ
変化する顧客ニーズを掴み取れ！製品オリジ
ナリティ向上事業

50 岐阜県 近藤石灰工業株式会社 3200001013597
市場ニーズに対応せよ！ホームページリ
ニューアル事業

51 岐阜県 Brilldea
中小企業の2つの大きな悩みを同時に解決する
新サービスの発信

52 岐阜県 株式会社オオノ 4200001030451
ウイルス感染予防・夏対策で新聞折込チラシ
配布による販路開拓

53 岐阜県 株式会社ダイマツファーニチャー 5200001006608
『自社ウェブサイト（ECサイト）の刷新によ
る販路開拓事業』

54 岐阜県 株式会社　ドリームバンク 2200001018837
首都圏美容業界バイヤーをターゲットとした
新商品販路拡大戦略

55 岐阜県 下呂化成株式会社 7200001025779 新商品の販促ツール作成による販路開拓事業

56 岐阜県 天池製畳
地域畳店の廃業で困っているシルバー世代へ
のチラシ折込戦略


