
○コニカミノルタヘルスケア在宅分野向け製品プロモーション映像制作 
 コニカミノルタヘルスケア／企画・映像 
 

○富山うまいもんチャレンジプロジェクト／富山県 
 企画・運営・美術・装飾・デザイン 
 

○美味発信やまがた家／山形県商工会連合会 
 企画・運営・映像・事務局 
 

○「本物の出会い 栃木」春の観光キャンペーン／東日本旅客鉄道 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○ホテル客室シーズン装飾イースタールーム／ジェイティービー 
 美術・装飾 
 

○国際医用画像総合展 （ITEM）2014 「コニカミノルタ」ブース 
 コニカミノルタヘルスケア／企画・運営・演出・進行・映像 
 

○SL銀河出発セレモニー＆お出迎え式／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾・映像 
 

○Japan IT Week 「NTTコムウェア」イメージベースAR用映像制作／NTTコムウェア 
 映像 
 

○「地域のじまんづくり」プロジェクト／経済産業省資源エネルギー庁 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像・デザイン・事務局 
 

○地質の日 パネル展示／産業技術総合研究所 
 美術・装飾 
 

○教育ITソリューションEXPO 「プリンストン」ブース／プリンストン 
 演出・進行・映像  
 

○高雄国際旅行博 KTF2014／観光庁 
 企画・運営・美術・装飾 
 

○2014ハナツアー旅行博覧会 HITS2014／観光庁 
 企画・映像 
 

○韓国国際観光展 KOTFA2014／観光庁 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像・事務局 
 

○ワイヤレス ジャパン 2014「日経BP社」ブース／日経BP社  
 運営・美術・装飾    
 

○JPCA Show 2014「日経BP社」ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○機械要素技術展「日経BP社」ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○設計・製造ソリューション展「日経BP社」ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾     
 

○ケーブル技術ショー2014／日本CATV技術協会 
 企画・運営・演出・進行・映像・事務局    
 

○台湾教育旅行 現地説明会／観光庁 
 企画・運営・事務局 
 

○2014香港旅行博 ITE2014／観光庁 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・事務局 
 

○ポケモンwith youトレイン 出張運転／東日本旅客鉄道 
 美術・装飾 
 

○Marathon & Cycling JAPAN 2014／観光庁 
 企画・運営・事務局 
 

○YYのりものフェスタ／東日本旅客鉄道 
 美術・装飾 
 

○JALホノルルマラソン2014 プレゼントキャンペーン事務局／日本航空 
 事務局 
 

○長野市・金沢市共同観光キャンペーン／金沢市・長野市 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○JR東日本ポケモンスタンプラリー2014／東日本旅客鉄道 
 企画・運営・デザイン・事務局 
 

○ロート製薬 BtoB商談会／ロート製薬 
 企画・運営 
 

○食の魅力発見プロジェクト／第二地銀協会 
 運営 
 

○そうめんの日 銀座PRイベント／全国乾麺協同組合連合会 
 運営・美術・装飾 
 

○ワークスタイル変革EXPO「コニカミノルタビジネスソリューションズ」ブース 
 コニカミノルタビジネスソリューションズ／企画・演出・進行・映像 
 

○健康寿命延伸産業創出推進事業（えきぽプラス）／経済産業省、ＮＴＴデータ研究所 
 企画・運営・演出・進行・デザイン・事務局 
 

○美味発信おいしさいっぱい「まるごと山形」フェア／山形県商工会連合会 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・事務局 
 

○テクノフロンティア2014 「日経BP社」ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○富士電機お取引先向け事業方針説明会／富士電機 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○東京モノレール10000系出発式／東京モノレール 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○「とれいゆ つばさ」出発セレモニー／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○夏だ！海だ！ナムコで遊ぼう！キャンペーン／バンダイナムコ 
 事務局 
 

○鉄軌道王国とやま／富山県総合交通政策室 
 企画・運営・演出・進行・デザイン 
 

○TOKYO ICEtation 2014 東京「かき氷」散歩。／鉄道会館 
 企画・デザイン     
 

○えきねっとまたはモバイルSuicaで行こう！ 東北6県サマーキャンペーン／東日本旅客鉄道 
 事務局 
 

○グランルーフ風鈴展示／鉄道会館 
 企画・美術・装飾 
 

○ジャパン建材フェア2014 「東京電力」ブース／東京電力 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾   
  

主要実績 ＜2014年度＞ 



主要実績 ＜2014年度＞ 

○立山黒部アルペンフェスティバル2014／石井スポーツ・立山黒部アルペンルート・富山県 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○2014釜山旅行博 BITF2014／観光庁 
 企画・運営・演出・進行・映像・事務局 
 

○バスの日イベント バスまつり2014 in晴海／東京都交通局  
 運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン  
 

○北陸新幹線ブース ツーリズムEXPO＆鉄道博物館展示／東日本旅客鉄道  
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○第1回アップルデイリーオータムトラベルフェア／観光庁 
 事務局 
 

○日韓交流おまつり2014 in Seoul／観光庁 
 企画・運営・演出・進行・映像 
 

○プリンストン 新製品プロモーション映像制作／プリンストン 
 映像 
 

○富山県観光物産まつり／高岡市、射水市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○2014台中国際旅行展覧会 ATTA2014／観光庁 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・事務局 
 

○JR東日本メカトロニクス技術展示会2014／JR東日本メカトロニクス  
 企画・運営・美術・装飾・デザイン・事務局 
 

○中小企業経営診断シンポジウム/創立60周年記念事業／中小企業診断協会 
 企画・運営・演出・進行・デザイン 
 

○いわて・三陸けせん 希望ストリート／大船渡市商工会議所 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・事務局 
 

○第23回サービス品質シンポジウム／東日本旅客鉄道 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像 
 

○ひがしん創業支援事業［創業セミナー］［創業塾］／東京東信用金庫 
 運営・デザイン     
 

○テレコムサービス協会設立20周年記念式典／テレコムサービス協会  
 企画・運営・演出・進行 
 

○CEATEC JAPAN 「日経BP社」ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○社会イノベーション Smart City Week 「日経BP社」ブース／日経BP社  
 運営・美術・装飾 
 

○日本国際工作機械見本市（JIMTOF）「日経BP社」ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○ホテル客室シーズン装飾 ハロウィンルーム／ジェイティービー    
 美術・装飾 
 

○JR南武線「E233系」出発セレモニー／東日本旅客鉄道 
 企画・運営・演出・進行・事務局 
 

○あるこう！東京駅～日本橋百年散策キャンペーン出発式／東日本旅客鉄道 
 演出・進行 

○コニカミノルタヘルスケア 販促用映像 制作／コニカミノルタヘルスケア  
 企画・映像 
 

○2014台北国際旅行展覧会 ITF2014／観光庁 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像・デザイン・事務局 
 

○金沢観光キャンペーン／金沢市 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○産業技術総合研究所 FLEC技術紹介パンフ制作／産業技術総合研究所  
 デザイン     
 

○農水省 日本食・食文化と健康長寿に関するシンポジウム／農水省 
 企画・運営・演出・進行・デザイン 
 

○メイド・イン愛媛2014 ～愛ある逸品ステーション～／愛媛銀行  
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○えきねっと・モバイルSuicaでラクラク♪ お年玉キャンペーン2015／東日本旅客鉄道 
 事務局 
 

○フューチャーアーキテクト Best Project of the Year イベント演出映像   
 フューチャーアーキテクト／映像 
 

○加賀越前観光ＰＲキャラバン／福井県 
 運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○日台教育旅行交流座談会／観光庁 
 企画・運営・事務局 
 

○東急不動産ホールディングス 感謝祭／東急不動産ホールディングス 
 運営・デザイン・事務局 
 

○SEMICON Japan 2014「日経BP社」ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○SEMICON Japan 2014「住友精密工業」ブース／住友精密工業 
 美術・装飾 
 

○日経Automotive Technology セミナー／日経BP社 
 運営・演出・進行 
 

○東京駅「富士」出発式／東日本旅客鉄道  
 運営・演出・進行 
 

○「ウイニングイレブン2015 ONLINE トーナメント」／コナミ  
 演出・進行 
 

○富山県地域事業者向け販路開拓支援事業／富山県商工会連合会 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾  
 

○JR東日本来たぞ我らの！ウルトラマンスタンプラリー オープニングイベント／東日本旅客鉄道   
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○JR東日本来たぞ我らの！ウルトラマンスタンプラリー／東日本旅客鉄道  
 企画・運営・デザイン・事務局 



○ラッキースマイルキャンペーン／東日本旅客鉄道 
 企画・運営     
 

○新電力EXPO2015 「トッパン・フォーム」ブース／トッパン・フォーム   
 演出・進行・映像 
 

○新電力EXPO2015 「エネット」ブース／エネット 
 演出・進行・映像 
 

○POKEMON with YOUトレイン 釜石線展開／東日本旅客鉄道 
 美術・装飾 
 

○福井県観光PR駅イベント／福井県ブランド営業課 
 企画・美術・装飾 
 

○国際カーエレクトロニクス技術展「日経BP社」ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○日経Automotive Technology セミナー／日経BP社 
 運営・演出・進行 
 

○日経トップリーダー 楽天証券 新春講演会／日経BP社 
 運営 
 

○ENEX 2015「日経BP社」ブース／日経BP社 
 運営 
 

○“ポッ拳”先行体験会ロケーションテスト／バンダイナムコゲームズ  
 運営 
 

○地域中小企業の人材確保・定着支援事業/北海道・東北ブロック 採用用映像制／中小企業庁 
 企画・運営・映像・事務局 
 

○北陸新幹線開業試乗会／東日本旅客鉄道 
 事務局 
 

○スーパーマーケットトレードショー2015「のもの」ブース／東日本旅客鉄道 
 美術・装飾 
 

○スーパーマーケットトレードショー2015「十日町」ブース／東日本旅客鉄道 
 美術・装飾 
 

○スーパーマーケットトレードショー2015「寺岡精工」ブース／寺岡精工  
 企画・演出・進行・映像 
 

○第13回CSマーケティングフォーラム／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・デザイン 
 

○第2回ルミネ防火・防災フォーラム／ルミネ 
 運営・演出・進行・映像・デザイン 
 

○新宿駅130周年記念イベント／東日本旅客鉄道  
 美術・装飾 
 

○愛媛県お祭りストリート／愛媛県 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾  
 

○宮城県水産品首都圏商談会／宮城県漁業組合 
 運営・演出・進行・事務局 
 

○JR常磐線 新着席サービス サンプリング／東日本旅客鉄道 
 企画・運営 
 

○JR東日本サービス品質研究会2014／東日本旅客鉄道 
 運営 

○ドラッグストアショウ「ロート製薬」ブース／ロート製薬  
 運営     
 

○リテールテックJAPAN「キヤノン」ブース／キヤノン 
 運営 
 

○FOODEX「甲陽化学工業」ブース／甲陽化学工業  
 企画・美術・装飾・映像 
 

○ボートショー「日本ペイントマリン」ブース／日本ペイントマリン 
 美術・装飾 
 

○常磐線品川駅乗り入れ出発式／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○上野東京ライン出発式／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○モバイルSuica普通列車グリーン車キャンペーン／東日本旅客鉄道 
 事務局 
 

○大月駅風見鶏修復・構内エレベーター設置記念セレモニー／東日本旅客鉄道  
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○大宮駅130周年イベント／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○ライティングフェア2015「日経BP社」ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○たかさき物産フェスタ／高崎市商工会連合会 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾  
 

○「長野県行くしかないよ！」春の信州キャンペーン／長野県 
 企画・運営・美術・装飾  
 

○世界高速鉄道会議カウントダウンボード設置／東日本旅客鉄道 
 美術・装飾・映像 
 

○セーラームーン プライズ展示／バンダイナムコ 
 運営 
 

○"首都圏情報発信拠点基礎調査"／富山県首都圏本部 
 企画   

主要実績 ＜2014年度＞ 



○高雄国際旅行博 KTF2014／観光庁 
 企画・運営・美術・装飾 
 

○2014ハナツアー旅行博覧会 HITS2014／観光庁 
 企画・映像  
 

○韓国国際観光展 KOTFA2014／観光庁 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像・事務局 
 

○台湾教育旅行 現地説明会／観光庁 
 企画・運営・事務局 
 

○2014香港旅行博 ITE2014／観光庁 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・事務局 
 

○Marathon & Cycling JAPAN 2014／観光庁 
 企画・運営・事務局 
 

○2014釜山旅行博 BITF2014／観光庁 
 企画・運営・演出・進行・映像・事務局 
 

○第1回アップルデイリーオータムトラベルフェア／観光庁 
 事務局 
 

○日韓交流おまつり2014 in Seoul／観光庁 
 企画・運営・演出・進行・映像 
 

○2014台中国際旅行展覧会 ATTA2014／観光庁 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・事務局 
 

○2014台北国際旅行展覧会 ITF2014／観光庁 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像・デザイン・事務局 
 

○日台教育旅行交流座談会／観光庁 
 企画・運営・事務局   

○富山うまいもんチャレンジプロジェクト／富山県 
   企画・運営・美術・装飾・デザイン   
 

○美味発信やまがた家／山形県商工会連合会 
 企画・運営・映像・事務局 
 

○「地域のじまんづくり」プロジェクト／経済産業省資源エネルギー庁 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像・デザイン・事務局 
 

○長野市・金沢市共同観光キャンペーン／金沢市・長野市 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○美味発信おいしさいっぱい「まるごと山形」フェア／山形県商工会連合会 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・事務局 
 

○富山県観光物産まつり／高岡市、射水市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○いわて・三陸けせん 希望ストリート／大船渡市商工会議所 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・事務局 
 

○金沢観光キャンペーン／金沢市 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○メイド・イン愛媛2014 ～愛ある逸品ステーション～／愛媛銀行  
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○富山県地域事業者向け販路開拓支援事業／富山県商工会連合会 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○地域中小企業の人材確保・定着支援事業/北海道・東北ブロック 採用用映像制作／中小企業庁 
   企画・運営・映像・事務局 
 

○愛媛県お祭りストリート／愛媛県 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○宮城県水産品首都圏商談会／宮城県漁業組合 
 運営・演出・進行・事務局 
 

○たかさき物産フェスタ／高崎市商工会連合会 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○「長野県行くしかないよ！」春の信州キャンペーン／長野県 
 企画・運営・美術・装飾 
 

○"首都圏情報発信拠点基礎調査"／富山県首都圏本部 
 企画   
 

海外業務 地域活性化業務 

主要実績 ＜2014年度＞ 



○美味発信やまがた家／山形県商工会連合会 
 

○韓国国際観光展 KOTFA2014／観光庁 
 

○台湾教育旅行 現地説明会／観光庁 
 

○2014香港旅行博 ITE2014／観光庁   
 

○Marathon & Cycling JAPAN 2014／観光庁 
 

○JALホノルルマラソン2014 プレゼントキャンペーン事務局／日本航空 
 

○JR東日本ポケモンスタンプラリー2014／東日本旅客鉄道 
 

○健康寿命延伸産業創出推進事業（えきぽプラス）／経済産業省、ＮＴＴデータ研究所 
 

○美味発信おいしさいっぱい「まるごと山形」フェア／山形県商工会連合会  
 

○夏だ！海だ！ナムコで遊ぼう！キャンペーン／バンダイナムコ 
 

○えきねっとまたはモバイルSuicaで行こう！ 東北6県サマーキャンペーン／ 
 

○2014釜山旅行博 BITF2014／観光庁 
 

○第1回アップルデイリーオータムトラベルフェア／観光庁 
 

○2014台中国際旅行展覧会 ATTA2014／観光庁 
 

○JR東日本メカトロニクス技術展示会2014／JR東日本メカトロニクス  
 

○いわて・三陸けせん 希望ストリート／大船渡市商工会議所 
 

○JR南武線「E233系」出発セレモニー／東日本旅客鉄道 
 

○2014台北国際旅行展覧会 ITF2014／観光庁 
 

○えきねっと・モバイルSuicaでラクラク♪ お年玉キャンペーン2015 
 

○日台教育旅行交流座談会／観光庁 
 

○東急不動産ホールディングス 感謝祭／東急不動産ホールディングス 
 

○JR東日本来たぞ我らの！ウルトラマンスタンプラリー／東日本旅客鉄道  
 

○北陸新幹線開業試乗会／東日本旅客鉄道 
 

○宮城県水産品首都圏商談会／宮城県漁業組合 
 

○モバイルSuica普通列車グリーン車キャンペーン／東日本旅客鉄道   

事務局業務（COMJIM） 

主要実績 ＜2014年度＞ 


