
〇「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
美術・装飾

〇富士電機 取引先様向け事業方針説明会／富士電機
運営・演出・進行

〇「伊豆クレイル」出発式／東日本旅客鉄道
運営・美術・装飾

〇国際モダンホスピタルショウNTTグループブース／NTTグループ
運営・演出・進行・映像

〇国際モダンホスピタルショウコニカミノルタブース／コニカミノルタ
運営・演出・進行・映像

〇「四季島」メディアレセプション／東日本旅客鉄道
運営・美術・装飾

〇キヤノンPPSフォーラム／キヤノン
運営・演出・進行

〇JR東日本 ポケモン謎解きラリー カラクリ王国を救え！／東日本旅客鉄道
運営・演出・進行・デザイン

〇コミックトレイン出発式・特別企画展・車両展示／出版対策本部
運営・美術・装飾

〇ケーブル技術ショー2016／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

〇REAL DRIVE 店舗什器納品 ラゾーナ川崎／バンダイナムコエンターテインメント （旧社名）
運営・映像

〇コニカミノルタ 医療サービス 販促用映像／コニカミノルタ
映像

〇首都高大規模改修に関する広報事業／首都高速
運営

〇トーマツベンチャーサミット2016／トーマツ
運営・演出・進行

〇福井観光PRキャラバン in 上野駅／福井県
運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン

〇ニチレイNXフォーラム2016／ニチレイフーズ,
企画・運営・演出・進行

〇第36回 ジャパン建材フェア クリナップブース／クリナップ
演出・進行

〇コニカミノルタ 総合診療医向け教育ビデオ制作／コニカミノルタ
映像

〇関西 PV EXPO エネットブース／エネット
運営・演出・進行・映像

〇バスまつり2016 in 晴海／東京都交通局
運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン

〇escar Asia 2016 日経BP社／日経BP社
運営・演出・進行・美術・装飾

〇ダイハツ新車「CANBUS」記者発表会／ダイハツ
演出・進行

〇MIPIM JAPAN 2016 NTT都市開発ブース／NTT都市開発
運営・演出・進行・美術・装飾

〇ITF2016（台北国際旅展）／日本観光振興協会
運営・美術・装飾・海外業務

〇福島県産食肉シンポジウム／日本食肉消費総合センター
運営・演出・進行・美術・装飾・映像

〇国際総合物流展2016 大和ハウスグループブース／大和ハウス
運営・演出・進行・映像

〇首都高きたせん開通月発表会／首都高速道路
企画・運営・演出・進行

〇AUJ（オートデスクユニバーシティジャパン）／オートデスク
企画・運営・演出・進行・映像

〇ツーリズムEXPO2016 JR東日本・JR北海道 共同ブース／東日本旅客鉄道・北海道旅客鉄道
企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像

〇ギフトショー・FOODEX・JETRO 事務局業務／中小企業基盤整備機構
運営・映像・デザイン

〇NTTコムウェア 2017年度採用者内定式／NTTコムウエア
運営・演出・進行

〇TOKYO PACK 2016（東京国際包装展）レンゴーブース／レンゴー
企画・運営・演出・進行・映像

〇TOKYO PACK 2016（東京国際包装展）東洋製罐グループホールディングスブース
東洋製罐グループホールディングス／運営・演出・進行・映像

〇TOKYO PACK 2016（東京国際包装展）日本製紙ブース／日本製紙
運営

〇第25回サービス品質シンポジウム／東日本旅客鉄道
演出・進行・映像

〇DMS（関西 設計・製造ソリューション展）キヤノンブース／キヤノン
演出・進行・映像

〇大和ハウス 「賃貸住宅経営セミナー（埼玉・千葉）」／大和ハウス
運営・演出・進行・映像

〇JEMAセミナー「実証段階に入ったIoT」／日経BP社
運営・演出・進行

〇JREM2016技術展示会／JR東日本メカトロニクス
企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン

〇まるごと秋田市(いち)／秋田市
運営・美術・装飾

〇新宿芸術天国2016 新宿駅・新南口改札ステージ／新宿観光協会
運営・演出・進行・美術・装飾

〇2016天皇賞秋フェスティバル／クオラス
演出・進行

〇メッセなごや 日経BP社ブース／日経BP社
運営・美術・装飾

〇全固体電池セミナー／日経BP社
運営・演出・進行

〇メープルセミナー2016＆レセプション／ケベック・メープル製品生産者協会
運営・演出・進行

〇川原湯温泉PRキャンペーン／長野原町・川原湯温泉協会
運営・美術・装飾

〇平成28年度 ひがしん創業支援事業／東京東信用金庫
デザイン

〇UBIDAY2016／ユービーアイソフト
演出・進行

主要実績 ＜2016年度-①＞



〇JR東日本ＳＣフォーラム商談会／SCフォーラム
演出・進行・美術・装飾

〇地方銀行フードセレクション2016／日本食糧新聞社
運営

〇平成28年度 中小企業経営診断シンポジウム／中小企業診断協会
運営・演出・進行

〇人口知能セミナー／日経BP社
運営・演出・進行

〇UCDAアワード2017／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

〇『行くぜ、東北。 SPECIAL 冬のごほうび』 キックオフイベント／東日本旅客鉄道
運営・演出・進行・美術・装飾

〇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

〇「デジタル化で増大する脅威 どうする企業のセキュリティ対策」セミナー 日経BP社ブース／日経
BP社
運営・演出・進行

〇東京オトナ大学／ジェイアール東日本ビルディング
運営

〇バンプレスト フィギュアコロシアム 秋葉原イベント／バンプレスト
運営・美術・装飾

〇ATD 2016 Japan Summit／日経BP社
運営・演出・進行

〇GDM2016／三菱自動車工業
企画・運営・演出・進行

〇アクセス国際ネットワーク創立25周年販促企画／アクセス国際ネットワーク
企画・映像・デザイン

〇プライベートイベント「コムウェアの日」／NTTコムウェア
美術・装飾

〇新輸出大国エキスパート業務／日本貿易振興機構
企画

〇フューチャーフェア2016／ロート製薬
運営

〇台湾における東北地域の訪日プロモーション／日本政府観光局
運営・演出・進行・美術・装飾・海外業務

〇JR東日本 そうさ今こそ！ DRAGON BALL 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・事務局

〇福井観光PRキャラバン in 大宮駅／福井県
運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン

〇国際カーエレクトロニクス技術展 日経BP社／日経BP社
運営・美術・装飾

〇SL館山/DL勝浦 出発セレモニー／東日本旅客鉄道
運営・演出・進行・美術・装飾

〇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・美術・装飾

〇ニチレイフーズ業務用商品提案会／ニチレイフーズ
企画・運営・演出・進行

〇新幹線駅を軸とした“移住・定住促進”広域連携プロモーション事業／小山市・那須塩原市
企画・運営・演出・進行

〇品川新駅 起工式・祝賀会／東日本旅客鉄道
企画・進行・運営・美術・装飾

〇サントリー「ジムビーム」発表会／サントリー
企画・美術・装飾

〇事業創造フォーラム2017／東日本旅客鉄道
運営・演出・進行

〇スーパーマーケットトレードショー JR東日本ブース／東日本旅客鉄道
企画・美術・装飾・映像・デザイン

〇スーパーマーケットトレードショー 寺岡精工ブース／寺岡精工
演出・進行・映像

〇2016年度 ルミネ防火・防災フォーラム／ルミネ
運営・演出・進行

〇NEWoManプレミアムフライデー 新宿駅｢さくらマルシェ｣／ルミネ
企画・運営・美術・装飾

〇Megumi to Nagomi タッチアンドトライ／東日本旅客鉄道
運営

〇栃木フェア オープニングイベント／とちぎ農産物マーケティング協会
運営・美術・装飾

〇スマートグリッドEXPO ダイヘンブース／ダイヘン
演出・進行・映像

〇東北4県・東日本大震災復興フォーラム／東京都・岩手県
運営・演出・進行・映像

〇ライティング・フェア 日立アプライアンスブース／日立アプライアンス
運営・演出・進行・映像

〇ライティング・フェア 三菱電機照明ブース／三菱電機照明
運営・演出・進行・映像

〇リテールテックJAPAN 寺岡精工ブース／寺岡精工
演出・進行・映像

〇リテールテックJAPAN リコージャパンブース／リコージャパン
運営・演出・進行・映像

〇リテールテックJAPAN デンソーウェーブブース／デンソーウェーブ
運営・演出・進行・映像

〇セキュリティショー TOAブース／TOA
運営・演出・進行・映像

〇恐竜王国 in KITTE  ～福井の「しあわせ」をお届け～／福井県
運営・演出・進行・美術・装飾

〇富山観光展 in 大宮駅／小山市・那須塩原市
運営・演出・進行・美術・装飾

〇閃乱カグラ PEACH BEACH SPLASH 発売直前ニコ生／マーベラス
企画・演出・進行

〇GENERAL STORE RAILYARD 店舗内覧会／JR東日本リテールネット
運営・演出・進行

〇「四季島」車両報道公開／東日本旅客鉄道
運営・演出・進行

主要実績 ＜2016年度-②＞



〇第2回 広報室向けカメラ講座／NTTコムウエア
企画・運営

〇第16回 JAPANドラッグストアショー ロート製薬ブース／ロート製薬
運営・演出

〇EV-E301系（ACCUM）車両展示 in 上野／東日本旅客鉄道
運営・演出・進行・美術・装飾

〇iPhone7でのSuica定期券利用の促進「ポケットティッシュサンプリング」 ／東日本旅客鉄道
事務局

〇JR東日本発足30周年記念 東京駅コンサート／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像

〇プレミアムフライデーは プール de シネマ,ジェクサー・フィットネスクラブ／メトロポリタン池袋
美術・装飾

〇2017年度 NTTコムウェア入社式／NTTコムウエア
運営・映像

〇サントリー「ICE GIN」発表会／サントリー
企画・演出・進行

〇「本物の出会い栃木」プレDCオープニングイベント／東日本旅客鉄道・栃木県
企画・運営・演出・進行・美術・装飾

〇FABEX2017／日本食糧新聞社
運営・演出・進行

〇FABEX2017 オリエンタル酵母ブース／オリエンタル酵母
運営・演出・進行

〇「本物の出会い 栃木」デスティネーションキャンペーン 全国宣伝販売促進会議／栃木DC実行委員会
企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像

〇「四季島」出発式／東日本旅客鉄道
運営・演出・進行

〇台北国際観光博覧会（TTE）／日本政府観光局
企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン・海外業務・事務局業務

〇シャドバフェス！ Shadowverse Festival／Cygames
運営・演出・進行・映像

〇2017 Japan IT Week ・春 さくらインターネットブース／さくらインターネット
運営・演出・進行

〇2017 Japan IT Week ・春 日本郵便ブース／日本郵便
運営・演出・進行

〇栃木銀行商談会／栃木銀行
運営・演出・進行

〇教育ITソリューションEXPO プリンストンブース／プリンストン
運営・演出・進行

〇教育ITソリューションEXPO システムディブース／システムディ
運営・演出・進行

〇教育ITソリューションEXPO NTTグループブース／NTTグループ
運営

〇高雄国際旅行博（KTF）／日本政府観光局
企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン・海外業務・事務局業務

〇台中国際旅行博覧会（ATTA）／日本政府観光局
企画・運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン・海外業務・事務局業務

〇ビル綜合体育大会 ／三井不動産
運営・演出・進行・美術・装飾

〇FOOMA JAPAN2017 オムロンブース／オムロン
演出・進行

〇FOOMA JAPAN2017 デンソーウェーブブース／デンソーウェーブ
運営

〇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

〇第1回 AI・人工知能 EXPO NTTコムウエアブース／NTTコムウエア
美術・装飾

〇レンゴー 製品販促映像制作／レンゴー
映像

〇NTT東日本 県等域フォーラム／NTT東日本
企画・運営・演出・進行・美術・装飾

オペレーションサポート事業部

主要実績 ＜2016年度-③＞

〇「春のお買いものはSuicaで！」キャンペーン／東日本旅客鉄道

〇「この春、Apple PayでSuicaを使い始めよう」キャンペーン／東日本旅客鉄道

〇"行くぜ、東北。SPECIAL 冬のごほうびえきねっと・モバイルSuica
新幹線でいざ冬の東北へ!! キャンペーン"／東日本旅客鉄道

〇全国のコンビニでピピッと！キャンペーン／東日本旅客鉄道

〇北海道新幹線開業1周年記念 えきねっと・モバイルSuicaキャンペーン／東日本旅客鉄道

〇Suica・PASMO 相互利用10周年記念キャンペーン／東日本旅客鉄道

〇SHINKANSEN YEAR 2017 えきねっと モバイルSuica 夏休み♪新幹線キャンペーン／東日本旅客鉄道

〇ギフトショー・FOODEX・JETRO 事務局業務／中小企業基盤整備機構

〇台湾における東北地域の訪日プロモーション／日本政府観光局

〇台北国際観光博覧会（TTE）／日本政府観光局

〇高雄国際旅行博（KTF）／日本政府観光局

〇台中国際旅行博覧会（ATTA）／日本政府観光局


