
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・事務局

〇GEMS恵比寿 開業販促プロモーション／野村不動産
事務局

〇7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

〇～SL「大樹」とSLばんえつ物語が会津若松で出会う！～会津若松駅 SLまつり／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行・美術・装飾

〇POKEMON with YOU トレイン リニューアルに向けた駅装飾／東日本旅客鉄道
美術・装飾

〇富士電機 2017年度取引先事業方針説明会／富士電機
演出・進行

〇Cyber Defense Live Tokyo2017／ファイア・アイ
運営・演出・進行

〇ケーブル技術ショー2017／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JR東日本ポケモンスタンプラリー2017／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行

〇2017グローバルK-FOODフェア 1：1マッチング商談会／日本食糧新聞社
企画・運営・演出・進行・事務局

〇マーベラス×HONEY∞PARADE GAME 『閃乱カグラ』新作発表会 2017／マーベラス
企画・演出・進行

〇日立アプライアンス 照明新製品 店頭用販促映像／日立アプライアンス
映像

〇NXフォーラム2017／ニチレイフーズ
企画・運営・演出・進行

〇平成29年度 ひがしん創業支援事業／東京東信用金庫
デザイン

〇釣りスピリッツ 「ゴッドアングラー選手権」／バンダイナムコエンターテインメント
運営・演出・進行・美術・装飾・事務局業務

〇escar Asia 2017 日経BP社／日経BP社
運営・演出・進行・美術・装飾

〇スクエアエニックス ドラクエ11謝恩パーティー／スクエアエニックス
演出・進行

〇HAPPY CHILD FESTIVAL／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行

〇日本旅遊分享會with秦基弘／日本政府観光局
企画・運営・演出・進行・美術・装飾

〇自動認識総合展 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

〇バスまつり2017 in 晴海／東京都交通局
運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン

〇オートデスクユニバーシティジャパン2017／オートデスク
企画・運営・演出・進行・映像

〇インバウンドビジネス総合展 JTBブース／JTB
運営・演出・進行・美術・装飾・映像

〇BMW アフターセールスミーティング カンファレンス／BMWジャパン
演出・進行

〇E235系電車 鉄道友の会ローレル賞 受賞式／東日本旅客鉄道
運営・演出・進行・美術・装飾

〇住友理工 新製品プロモーション映像／住友理工
映像

〇NTTコムウェア2018年度採用内定式／NTTコムウェア
運営・美術・装飾

〇次世代農業EXPO NTTグループ／NTTグループ
運営・演出・進行・映像

〇北海道観光振興機構 東北夏祭り連携イベント／北海道観光振興機構
企画・運営・演出・進行

〇第26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

〇新宿まちフェス2017 「新宿通り ファッションステージ」／新宿観光協会
運営・演出・進行・美術・装飾

〇FABEX関西／日本食糧新聞社
運営・演出・進行・事務局業務

〇Station Live in E235／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行

〇三菱自動車工業 GDM２０１７／三菱自動車工業
企画・運営・演出・進行

〇ユニバーサル・ペーパー CM発表会／ユニバーサル・ペーパー
企画・運営・演出・進行

〇東京モーターショー2017 NTNブース／NTN
企画・運営・演出・進行・映像

〇東京モーターショー2017 住友理工ブース／住友理工
運営

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「電車でGO!!」お披露目イベント in 秋葉原／タイトー
運営・演出・進行・美術・装飾

〇地方銀行フードセレクション2017／日本食糧新聞社
運営

〇平成29年度 中小企業経営診断シンポジウム／中小企業診断協会
演出・進行・デザイン

〇JR東日本SCフォーラム商談会／JR東日本SCフォーラム
運営・演出・進行・美術・装飾

〇AI業務自動化展／NTTコムウエア
美術・装飾・デザイン

〇UITＰオフィシャルディナー／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行

〇全国商工会議所観光振興大会2018会津若松 プレ大会（前橋）／会津若松商工会議所
企画

〇ふれあい鉄道フェスティバル／東日本旅客鉄道
企画・運営

主要実績 ＜2017年度-①＞



〇Station Live in 山手線／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行

〇新幹線YEAR2017 鉄道博物館ナイトミュージアム／東日本旅客鉄道
企画・運営

〇JR東日本発足30周年記念 のってたのしい列車大集合／東日本旅客鉄道
運営・事務局・事務局業務

〇FINAL FANTASY YL （ファイナルファンタジー 山手線ラリー）／東日本旅客鉄道
運営・美術・装飾

〇「行くぜ、東北。SPECIAL 冬のごほうび」2017 キックオフイベント／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像

〇フューチャーフェア2018／ロート製薬
運営

〇JR東日本お客さま感謝祭／東日本旅客鉄道
企画・運営・美術・装飾・事務局業務

〇NTTコムウェア2018年展示会／NTTコムウェア
運営・演出・進行・美術・装飾・デザイン

〇日経BPマーケティング 第8回西日本インカレ（合同研究会）／日経BPマーケティング
運営・美術・装飾

〇計測展／システムコントロールフェア 2017セミナー事務局／日経BP社
運営・演出・進行・事務局・事務局業務

〇システムコントロールフェアオムロンブース／オムロン
企画・運営・演出・進行・映像

〇システムコントロールフェア富士電機ブース／富士電機
運営・演出・進行・映像

〇システムコントロールフェア メカトロリンクブース／メカトロリンク
演出・進行・美術・装飾

〇システムコントロールフェア 安川電気ブース／安川電気
演出・進行・美術・装飾

〇2017国際ロボット展 不二越ブース／不二越
企画・運営・演出・進行・映像

〇UITＰオフィシャルディナー／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行

〇東京オトナ大学2017／ジェイアール東日本ビルディング
企画・運営・演出・進行

〇JR発足30周年 JR7社共同企画「日本列島を縦断する旅」出発式／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行・美術・装飾

〇中央線新型特急電車（E353系）試乗会／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行・事務局・事務局業務

〇東京駅 中央広場完成祝賀会／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行・美術・装飾

〇ぐるなび「今年の一皿」記者発表会／ぐるなび
運営・演出・進行

〇フューチャーアーキテクト表彰式／フューチャーアーキテクト
運営・演出・進行

〇Paints Chainer@コミックマーケット／Preferred Networks
企画・運営・美術・装飾

〇「B.B.BASE」 出発イベント／東日本旅客鉄道
企画・運営・,演出・進行・美術・装飾

〇JR東日本 機動戦士ガンダムスタンプラリー 行きまーす！／東日本旅客鉄道
企画・運営・美術・装飾・デザイン・事務局業務

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

〇ニチレイ業務用提案会 Nフェス2017／ニチレイフーズ
企画・運営・演出・進行

〇南三陸さんさん商店街へ瞬間移動。au 5Gで現地体感イベント／KDDI
企画・運営・演出・進行・美術・装飾,・映像

〇冬季平昌オリンピック ジャパンハウス／日本オリンピック委員会
企画・運営

〇ASC2018／アダストリア
企画・演出・進行・映像

〇東京都 観光活性化フォーラム／東京観光財団
演出・進行・美術・装飾

〇テーブルウエアフェスティバル 丸美屋ブース／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像

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
演出・進行・美術・装飾

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
企画・演出・進行・映像

〇スーパーマーケット・トレードショー レンゴーブース／レンゴー
演出・進行・映像

〇事業創造フォーラム2018／東日本旅客鉄道
運営・演出・進行

〇大型蓄電システム実証事業に係る成果報告会／新エネルギー導入促進協議会
企画・運営・演出・進行

〇東京造形大学 山手線ＡＤトレイン／東京造形大学
演出・進行・美術・装飾

〇東北歴史文化講座／東北観光推進機構
企画・運営・演出・進行

〇首都高晴海線 一般開放デー・スカイウォーク／首都高速道路
企画・運営・映像

〇ルミネ防火防災フォーラム／ルミネ
演出・進行・美術・装飾

〇第18回厨房機器展 東京ガスブース／東京ガス
運営・演出・進行・映像

〇インバウンドマーケットEXPO2018 Luggage-Free Traveブース／JTB
運営・演出・進行

〇HVAC&R JAPAN 2018  東京ガスブース／東京ガス
運営・演出・進行・映像

〇CP+2018 オリンパスブース／オリンパス
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
企画・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

主要実績 ＜2017年度-②＞



〇セキュリティショー2018 TOAブース／TOA
演出・進行・映像

〇FACTORY関西2018 日経BP社ブース／日経BP社
運営・美術・装飾

〇Panasonic「ジアイーノ」プロモーション／パナソニック
運営・演出・進行・美術・装飾

〇首都高晴海線開通式典／首都高速道路
企画・運営・演出・進行・映像・事務局業務

〇大人の休日倶楽部 年度末スペシャルツアー／東日本旅客鉄道
演出・進行・美術・装飾

〇レベルファイブ「二ノ国 Ⅱ レヴァナントキングダム」完成披露会／レベルファイブ
演出・進行

〇北海道新幹線 いよいよ開業3年目突入！／北海道観光振興機構
企画・運営・美術・装飾

〇この春、Apple PayでSuicaを使い始めよう！新生活キャンペーン／東日本旅客鉄道
運営

〇NTT東日本 県等域フォーラム2018／NTT東日本
企画・運営・演出・進行・美術・装飾・事務局

〇Osaka Metro 開業記念 出発式Osaka Metro 開業記念 ロゴ披露式／大阪市高速電気軌道
企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像

〇大阪市高速電気軌道株式会社 開業記念セレモニー／大阪市高速軌道
企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像

〇栃木DCオープニングセレモニー／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行・美術・装飾

〇NTTコムウェア 2018年度入社式／NTTコムウエア
企画・運営・演出・進行

〇FABEX2018 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FABEX デザート＆スイーツ展プレゼンテーションステージ／日本食糧新聞社
運営・演出・進行

〇新幹線ＳＦ乗車サービス「タッチでGO！新幹線」／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行

〇「タッチでGO！新幹線」サンプリングイベント／東日本旅客鉄道
企画・運営

〇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

〇テクノフロンティア2018 日経BP社ブース／日経BP社
運営・美術・装飾

〇AI/IoTセミナー／日経BP社
運営・演出・進行

〇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

〇2018国際ウエルディングショー 不二越ブース／不二越
企画・運営・演出・進行・映像

〇幹線SF乗車サービス「タッチでＧＯ！新幹線」 ／東日本旅客鉄道
企画・運営

〇"キスできる餃子 宇都宮号"／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行・美術・装飾

〇日経Automotiveセミナー／日経BP社
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・映像

〇栃木DC SL出発式／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行・美術・装飾

〇人とくるまのテクノロジー展2018 横浜 日経BP社ブース／日経BP社
運営・美術・装飾

〇ドラッカーセミナー／日経BP社
運営・演出・進行

〇経営者のためのテクノロジー講座「HRテック」セミナー／日経BP社
運営・演出・進行

〇テクノロジーNEXTセミナー／日経BP社
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

〇品川新駅（仮称）駅名公募／東日本旅客鉄道
事務局業務

〇ビル総合体育大会 2018／三井不動産
運営・演出・進行・美術・装飾・映像

〇よこすかYYのりものフェスタ2018／東日本旅客鉄道
運営・美術・装飾

〇文化庁メディア芸術祭 Paints Chanier展示／Preferred Networks
企画・美術・装飾

〇食の魅力発見商談会2018／日本食糧新聞社
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

〇日経コンストラクション「i-Con」セミナー／日経BP社
運営・演出・進行

〇「本物の出会い栃木」ディスティネーションキャンペーン グランドフィナーレイベント
東日本旅客鉄道・栃木県／演出・進行

〇東北の「挑戦」と「素晴らしい魅力」発信イベント／東京海上
企画・運営・演出・進行・美術・装飾・映像・デザイン・事務局作業

〇四季島1st ANNIVERSARY セレモニー／東日本旅客鉄道
企画・運営・演出・進行・美術・装飾

〇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

主要実績 ＜2017年度-③＞



オペレーションサポート事業部

主要実績 ＜2017年度-④＞

〇新幹線YEAR2017 えきねっと・モバイルSuica 新幹線夏休み♪ キャンペーン／東日本旅客鉄道

〇「信州のお買いものはSuicaで！」キャンペーン／東日本旅客鉄道

〇JR東日本発足30周年 JRE POINTカードフェイスコンテスト事務局／東日本旅客鉄道

〇夏のコンビニはSuica・PASMOで！キャンペーン／東日本旅客鉄道

〇「もしもに出会う」スタンプラリー 応募管理事務局／東日本旅客鉄道

〇New Daysでお支払いは簡単に。キャンペーン／東日本旅客鉄道

〇コカ・コーラ自販機で交通系電子マネーをピピッと！キャンペーン／東日本旅客鉄道

〇朝の茶事 緊急会見！リツイートキャンペーン／東日本旅客鉄道

〇浜松町の乗り換えがさらにスムースに！ Suicaでピッと！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！新生活応援キャンペーン／東日本旅客鉄道

〇えきねっと・モバイルSuica～会員限定謝恩キャンペーン～／東日本旅客鉄道

〇栃木でのお買い物は Suica・PASMOで！ 栃木デスティネーションキャンペーン／東日本旅客鉄道

〇春のお買いものはSuicaで！キャンペーン／東日本旅客鉄道

〇釣りスピリッツ 「ゴッドアングラー選手権」／バンダイナムコエンターテインメント

〇FABEX関西／日本食糧新聞社

〇JR東日本発足30周年記念 のってたのしい列車大集合／東日本旅客鉄道

〇JR東日本お客さま感謝祭／東日本旅客鉄道

〇計測展／システムコントロールフェア 2017セミナー事務局／日経BP社

〇中央線新型特急電車（E353系）試乗会／東日本旅客鉄道

〇JR東日本 機動戦士ガンダムスタンプラリー 行きまーす！／東日本旅客鉄道

〇首都高晴海線開通式典／首都高速道路

〇品川新駅（仮称）駅名公募／東日本旅客鉄道


