
主要実績 ＜2015年度＞ 

○「本物の出会い 栃木」春の観光キャンペーンオープニングセレモニー／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○LOTTE アイス「爽」PR発表会／ロッテ 
 演出・進行 
 

○NTTコムウェア2015年度入社式／エヌ・ティ・ティ・コムウェア 
 運営・映像 
 

○Shell30周年記念式典＆パーティー／昭和シェル石油 
 企画・運営・演出・進行・映像 
 

○ヒーバック&アールジャパン2015  冷凍・空調・暖房展 日立ブース／日立アプライアンス  
 企画・演出・運営・映像 
 

○Touch the Japan 2015／観光庁 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○えきねっと または モバイルSuica 北陸新幹線・上越新幹線に乗ろうキャンペーン 
 東日本旅客鉄道 デザイン 
 

○コニカミノルタ【超音波】英訳映像制作／コニカミノルタ 
 映像 
 

○ニコニコ超会議2015 超ロボマツコブース／NTTコミュニケーションズ 
 運営・演出・進行 
 

○ふれあいクッキング☆スタジアム／日本食糧新聞社 
 運営・事務局 
 

○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  
 

○善光寺からのお帰りは！モバイルSuicaで新幹線！キャンペーン／東日本旅客鉄道 
 デザイン 
 

○国際医用画像総合展（ITEM2015）  コニカミノルタブース／コニカミノルタ 
 企画・運営・演出・進行・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 
 

○中食・外食業界の業務用専門展（FABEX2015）／日本食糧新聞社 
 運営・演出・進行 
 

○中食・外食業界の業務用専門展（FABEX2015）オリエンタル酵母工業ブース 
 オリエンタル酵母工業 運営・演出・進行 
 

○日経Automotiveセミナー 日経BP社ブース／日経BP社 
 運営 
 

○日本CATV技術協会40周年記念式典 ＆ ケーブル技術ショー2015／日本CATV技術協会 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像・デザイン・事務局 
 

○MIPIMJAPAN NTT都市開発・NTTファシリティーズブース／NTT都市開発・NTTファシリティーズ 
 企画・運営 
 

○シンガポールに向けたJ-Foods商品改良・開発プロジェクト／中小企業基盤整備機構 
 企画・運営・演出・進行・映像 
 

○テクノフロンティア2015 日経BP社ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○ワイヤレスジャパン 日経BP社ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾   

○教育ITソリューションEXPO（EDIX2015） プリンストンブース／プリンストン 
 運営・演出・進行・映像 
 

○高雄市旅行公会国際旅展（KTF）2015 ジャパンパビリオン／日本政府観光局 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○新グローバルブランド戦略発表会／日本たばこ産業 
 運営・演出・進行・映像  
 

○人とくるまのテクノロジー展2015 日経BP社ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○太陽光発電協会 一般消費者向け広報パンフレット制作／太陽光発電協会 
 デザイン 
 

○台北国際観光博覧会（TTE）2015 ジャパンパビリオン／日本政府観光局 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○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 
 

○2015年度冨士電機事業方針説明会／冨士電機 
 運営・演出・進行 
 

○フード・アクション・ニッポン アワード2015／農林水産省 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○みずほフィナンシャルグループ定時株主総会／みずほフィナンシャルグループ 
 運営 
 

○よこすかYYのりものフェスタ 2015／東日本旅客鉄道 
 美術・装飾 
 

○機械要素開発技術展 日経BP社ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○香港国際旅游展（ITE）2015 ジャパンパビリオン／日本政府観光局 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○三井不動産 綜合体育大会／三井不動産 
 運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○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 
 

○第45回国際電子回路産業展（JPCA Show 2015) 日経BP社ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○日本橋ふくしま館 にぎわい創出PR事業／福島県 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○立山黒部アルペンフェスティバル2015／石井スポーツ・TKK・富山県 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○「錦織圭」選手契約更新記者発表会／日清食品 
  演出・進行 
 

○7月７日「そうめんの日・乾しいたけの日」サンプリング／全国乾麺協同組合連合会 
 運営・美術・装飾 
 

○お祭りストリート「北陸・石川 加賀のかがやき九谷の彩り」／加賀市、能美市、小松市 
 運営・演出・進行・美術・装飾 



主要実績 ＜2015年度＞ 

○サンライズ出雲・サンライズ瀬戸 琴平延長運転出発式／西日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○ツーリズムEXPOジャパン2015 推進室運営補助業務／ジャタ 
 運営・デザイン 
 

○モダンホスピタルショウ2015 NTTグループブース／NTTグループ 
 運営・演出・進行・映像 
 

○モダンホスピタルショウ2015 コニカミノルタブース／コニカミノルタ 
 企画・運営・演出・進行・映像 
 

○宇都宮線開業130周年記念セレモ二ー／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行 
 
○下水道展’15東京 電業社機械製作所ブース／電業社機械製作所 
 映像 
 

○宮城ふるさとプラザPRイベント／宮城県 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○経済産業省中小企業庁 「シニア等のポジティブセカンドキャリア推進事業」／中小企業庁 
 演出・進行 
 

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

○日経BP社主催 GaNが起こすエネルギー革命／日経BP社 
 運営・演出・進行 
 

○JR東日本ポケモンスタンプラリー2015／東日本旅客鉄道 
 企画・運営・美術・装飾 
 
○JR東日本大宮支社×埼玉大学 調印式／東日本旅客鉄道 
 美術・装飾 
 

○台湾旅行会社向けセミナー／観光庁 
 企画・運営・美術・装飾 
 

○第14回 アジア観光促進協議会開催及びウェルカム・アジアキャンペーン展／東京都 
 運営・美術・装飾 
 

○東京クラフトビール散歩／東京ステーションシティ運営協議会 
 企画・運営・美術・装飾  
 

○平和記念展示資料館 スペシャルイベント／平和記念展示資料館 
 企画・演出・進行 
 

○平和記念展示資料館 戦後70年3館連携講演会／平和記念展示資料館 
 企画・演出・進行 
 

○「イノベーション・ナショナルシステム」に関するシンポジウム／産学技術総合研究所 
 運営・演出・進行  
 

○ASEM Symposium on Promoting Tourism／外務省 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○EV-E301系ローレル賞受賞記念式典／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 

○NHK交響楽団貸切コンサート／東日本旅客鉄道 
 運営 
 

○PV EXPO2015 太陽電池展 ENETブース／エネット 
 運営・演出・進行 
 

○たかさき物産フェスタ in 新宿／高崎市商工会議所 
 運営 
 

○ツーリズムEXPOジャパン JR東日本・JR北海道共同ブース／東日本旅客鉄道 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○バスの日イベント バスまつり2015 in 晴海／東京都交通局 
 運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○ふるさと名物普及促進／東北経済産業局 
 演出・進行 
 

○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 
 
○寺岡精工 企業紹介映像 TOKYO FM 未来授業用映像制作／寺岡精工 
   映像 
 

○北陸に行こう♪えきねっと または モバイルSuica キャンペーン／東日本旅客鉄道 
 デザイン 
 

○「megumi to nagomi」 発売記念イベント／東日本旅客鉄道 
 演出・進行・美術・装飾 
 

○「創エネ・あかりパーク」エネ庁/新エネルギー財団ブース・新エネルギー財団 
 運営 
 

○CEATEC JAPAN2015 マツダブース／マツダ 
 演出・運営・映像 
 

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

○台中国際旅展（ATTA）2015 ジャパンパビリオン／日本政府観光局 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○第24回 サービス品質シンポジウム／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・映像 
 

○鉄道博物館 海外博物館との調印式／鉄道博物館 
 演出・進行・映像  
 

○東京駅 かがやきの北陸体験／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○東京駅 かがやきの北陸体験 鉄道祭連携イベント／東日本旅客鉄道 
 運営 
 

○東京鉄道祭2015 シンカリオン写真撮影イベント／東日本旅客鉄道 
 運営 
 

○E235系山手線出発式／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 



○Hong Kong Wedding Expo 2015 VJブース／日本政府観光局 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○JAL・錦織圭選手とのパートナー契約発表会／日本航空 
 演出・進行 
 

○JR東日本SCフォーラム商談会／SCフォーラム 
 運営・演出・進行・美術・装飾・事務局 
 

○SABWAY WINTERプロモーション／日本サブウェイ 
 企画・運営／演出・進行  
 

○Station Zoo 上野駅／東日本旅客鉄道 
 演出・進行・美術・装飾 
 

○UCDAアワード2015／ユニバーサルコミュニケーションデザイン協会 
 運営・演出・進行 
 

○会員限定！えきねっと または モバイルSuica お年玉キャンペーン2016／東日本旅客鉄道 
 デザイン 
 

○岩手物産PR「復興感謝祭」／岩手県庁 
 演出・進行 
 

○湖池屋「頑固あげポテトや」開店記者発表会／湖池屋 
 演出・進行 
 

○地方銀行フードセレクション2015／日本食糧新聞社 
 運営 
 

○東京オトナ大学／ジェイアール東日本ビルディング 
 演出・進行・美術・装飾 
 

○日本肺癌学会学術集会 ベーリンガーインゲルハイムブース／ベーリンガーインゲルハイム 
 運営・映像 
 

○北海道新幹線開業 東京駅キャンペーン／北海道観光振興機構 
 演出・進行 
 

○北海道新幹線開業PR 銀座三越 ホクレン収穫祭／北海道観光振興機構 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○2015国際ロボット展 不二越ブース／不二越 
 運営・演出・進行・映像 
 

○REAL DRIVE 体験イベント／バンダイナムコエンターテインメント 
 運営・演出・進行 
 

○エコプロダクツ2015 マツダブース／マツダ 
 運営・演出・進行 
 

○システムコントロールフェア （SCF2015）オムロンブース／オムロン 
 企画・運営・演出・進行・映像 
 

○システムコントロールフェア （SCF2015）日経BP社ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○スポーツイノベーションサミット2015 日経BPセミナー／日経BP社 
 運営・演出・進行 
 

○東京都建設系高校生作品コンペティション2015／東京都建設業協会 
 演出・進行 
 

○ビューゴールドラウンジオープニニングセレモニー／東日本旅客鉄道 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 

○首都高大規模改修に関する広報事業／首都高速道路 
 運営 
. 

○DL佐原・SL銚子 出発セレモニー／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○JR東日本 帰って来たぞ！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・美術・装飾・デザイン 
 

○クリナップ 大型流通展示会 ステージ制作／クリナップ 
 演出・進行 
 

○電力・ガス新ビジネス展（ENEX2016）日経BP社ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○モバイルSuica10周年キャンペーン／東日本旅客鉄道 
 デザイン 
 

○春の関東甲信静観光展／関東ブロック物産観光連絡協議会 
 運営 
 

○北海道新幹線試乗会／北海道旅客鉄道 
 運営・事務局 
 

○『産地と技の饗宴 栃木フェア～本物の出会い～』／栃木県 
 運営・演出・進行 
 

○NTTCWカメラ撮影講座／エヌ・ティ・ティ・コムウェア 
 企画・運営 
 

○"会員限定！えきねっと または モバイルSuica  
   北海道新幹線開業記念 新幹線で北へゴー！キャンペーン“／東日本旅客鉄道   デザイン 
 

○コンビニでSuica・Pasmoキャンペーン／東日本旅客鉄道 
 デザイン 
 

○スーパーマーケットトレードショー2015 JR東日本ブース／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 
 演出・進行・映像 
 

○川崎コンテンツ産業フォーラム／川崎市 
 運営・演出・進行 
 

○大和ハウス 「賃貸住宅経営セミナー」（神奈川）／大和ハウス工業 
 運営・演出・進行・映像 
 

○第14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 
 

○北海道旅行需要喚起事業／北海道観光振興機構 
 演出・進行 
 

○[国際]太陽電池展示（PV EXPO）ダイヘンブース／ダイヘン 
 演出・進行・映像 
 

○「GEMS大門」開業販促プロモーション（レセプション/オープニング）／野村不動産 
 運営・演出・進行 
 

○【MINTIA】20周年プロモーション／アサヒフードアンドヘルスケア 
 演出・進行  
 

主要実績 ＜2015年度＞ 



○JR新宿ミライナタワー オープニング期イベント／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○LED NEXT STAGE 2016 日経BP社ブース／日経BP社 
 運営・美術・装飾 
 

○オムロン プロモーション映像 制御盤ソリューション＆Adept社ロボット／オムロン 
 企画・映像 
 

○ドラッグストアショー2016 ロート製薬ブース／ロート製薬 
 運営 
 

○のもの新商品「おやつTIMES」プロモーション／東日本旅客鉄道 
 運営 
 

○ビューゴールドプラスカード × 鉄道博物館ナイトミュージアム／ビューカード 
 運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 

○リテールテックJAPAN リコージャパンブース／リコージャパン 
 映像 
 

○リテールテックJAPAN 寺岡精工ブース／寺岡精工 
 演出・進行・映像 
 

○小田栄駅落成記念式典／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○台湾旅行会社セミナー／JNTO 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○東武JR相互直通運転10周年／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○買って当てよう！食べて当てよう！青森＆北海道プレゼントキャンペーン／東京ステーションシティ 
 事務局 
 

○富山県アンテナショップ 開店準備／富山県 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン・事務局 
 

○富山県砺波市観光キャラバン／富山県砺波市 
 運営 
 

○北海道と東北の観光促進シンポジウム／観光庁 
 企画・美術・装飾・映像・デザイン 
 

○北海道新幹線開業 出発式 東京駅／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 

○北海道新幹線開業 初列車のお見送り式・お出迎え式 in 大宮／東日本旅客鉄道 
 運営 

主要実績 ＜2015年度＞ 



○シンガポールに向けたJ-Foods商品改良・開発プロジェクト／中小企業基盤整備機構 
 企画・運営・演出・進行・映像 
 
○高雄市旅行公会国際旅展（KTF）2015 ジャパンパビリオン／日本政府観光局 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 
○台北国際観光博覧会（TTE）2015 ジャパンパビリオン／日本政府観光局 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 
○香港国際旅游展（ITE）2015 ジャパンパビリオン／日本政府観光局 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 
○台湾旅行会社向けセミナー／観光庁 
 企画・運営・美術・装飾 
 
○第14回 アジア観光促進協議会開催及びウェルカム・アジアキャンペーン展／東京都 
 運営・美術・装飾 
 
○台中国際旅展（ATTA）2015 ジャパンパビリオン／日本政府観光局 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾 
 
○Hong Kong Wedding Expo 2015 VJブース／日本政府観光局 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 
○台湾旅行会社セミナー／JNTO 
 運営・演出・進行・美術・装飾 

○シンガポールに向けたJ-Foods商品改良・開発プロジェクト／中小企業基盤整備機構 
 企画・運営／演出・進行／映像 
 
○フード・アクション・ニッポン アワード2015／農林水産省 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 
○日本橋ふくしま館 にぎわい創出PR事業／福島県 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン 
 
○お祭りストリート「北陸・石川 加賀のかがやき九谷の彩り」／加賀市・能美市・小松市 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 
○宮城ふるさとプラザPRイベント／宮城県 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 
○たかさき物産フェスタ in 新宿／高崎市商工会議所 
 運営 
 
○東京駅 かがやきの北陸体験／東日本旅客鉄道 
 運営・演出・進行・美術・装飾 
 
○買って当てよう！食べて当てよう！青森＆北海道プレゼントキャンペーン／東京ステーションシティ 
 事務局 
 
○富山県アンテナショップ 開店準備／富山県 
 企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン・事務局 
 
○経済産業省資源エネルギー庁 「地域のじまんづくり」プロジェクト／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   

海外業務 地域活性化業務 

主要実績 ＜2015年度＞ 



○Touch the Japan 2015／観光庁 
 

○えきねっと または モバイルSuica 北陸新幹線・上越新幹線に乗ろうキャンペーン／東日本旅客鉄道 
 

○善光寺からのお帰りは！モバイルSuicaで新幹線！キャンペーン／東日本旅客鉄道 
 

○日経Automotiveセミナー 日経BP社ブース／日経BP社 
 

○シンガポールに向けたJ-Foods商品改良・開発プロジェクト／中小企業基盤整備機構 
 

○高雄市旅行公会国際旅展（KTF）2015 ジャパンパビリオン／日本政府観光局 
 

○フード・アクション・ニッポン アワード2015／農林水産省 
 

○JR東日本ポケモンスタンプラリー2015／東日本旅客鉄道 
 

○東京クラフトビール散歩／東京ステーションシティ運営協議会 
 

○北陸に行こう♪えきねっと または モバイルSuica キャンペーン／東日本旅客鉄道 
 

○台中国際旅展（ATTA）2015 ジャパンパビリオン／日本政府観光局 
 

○Hong Kong Wedding Expo 2015 VJブース／日本政府観光局 
 

○会員限定！えきねっと または モバイルSuica お年玉キャンペーン2016／東日本旅客鉄道 
 

○スポーツイノベーションサミット2015 日経BPセミナー／日経BP社 
 

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

○北海道新幹線試乗会／北海道旅客鉄道 
 

○"会員限定！えきねっと または モバイルSuica  
 

       北海道新幹線開業記念 新幹線で北へゴー！キャンペーン"／東日本旅客鉄道 
 

○北海道新幹線開業 初列車のお見送り式・お出迎え式 in 大宮／東日本旅客鉄道 

オペレーションサポート事業部 

主要実績 ＜2015年度＞ 


