
 

2012.10月～2014.12月までの実績 

クッキングコンテスト 

・日程  2014年 11月 

・主催  ガス会社   

・会場  ガス会社 キッチンルーム 

・規模  約 100名 

・内容  制作・運営、映像、音響、照明、  

美術施工、タレント派遣 

・出演者 服部幸應、奥山佳恵、司会者  

表彰パーティー  

・日程  2014年 11月 

・主催  生命保険会社   

・会場  東部ホテルレバント東京 

・規模  約 200名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 亀ひろし（ものまね）  

お得意様招待会  

・日程  2014年 10～11月 

・主催  大手住宅販売会社 

・会場  金沢歌劇座 

     神戸ポートピアホール 

・規模  １会場あたり約 1,200名 

・内容  タレント派遣、制作・運営、音響、  

照明、美術施工、印刷物 

・出演者 由紀さおり、安田祥子、司会 

 

秋祭り   

・日程  2014年 10月 

・主催  大手自動車メーカー   

・会場  自社敷地内 

・規模  約 3,000名 

・内容  タレント派遣、音響、照明、   

縁日ブース、花火手配 

・出演者 Dream５、キングクリームソーダ、   

フリーウェイハイハイ、ダイアナ・ガーネット、キ

ャラショー（妖怪ウォッチ）、演奏（Swing Kanon） 

 



 

秋祭り   

・日程  2014年 10月 

・主催  大手自動車メーカー   

・会場  自社敷地内  

・規模  約 1,000名 

・内容  タレント派遣、制作・運営、    

映像、音響、縁日ブース、        

屋台設営・食材手配、ミニＳＬ 

・出演者 キャラクターショー（チョッー

マン）、司会、マグロ解体ショー 

 

周年記念式典  

・日程  2014年 8～10月 

・主催  大手住宅販売会社   

・会場  さいたまスーパーアリーナ 

・規模  約 10,000名 

・内容  タレント派遣、制作・運営 

・出演者 杉山愛、森末慎二 

 

企業パーティー   

・日程  2014年 10月 

・主催  大手住宅販売会社   

・会場  ウェスティンホテル東京（東京） 

     ホテル椿山荘東京（東京） 

     天成園（神奈川） 

・規模  延べ約 450名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 Ｕ字工事、やまもとまさみ、 

ぺる(マジシャン) 

 

集客イベント  

・日程  2014年 9月 

・主催  百貨店   

・会場  百貨店内イベントスペース 

・規模  延べ約 100名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 歌手（ＥＰＯ）  



 

 

講演会   

・日程  2014年 8月 

・主催  食品宅配会社   

・会場  大井町 きゅりあん 

     新梅田研修センター 

・規模  延べ約 500名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 中村文昭講師 

 

サマーパーティー  

・日程  2014年 8月 

・主催  食品宅配会社   

・会場  ホテルグランヴィア大阪 

ホテルグランパシフィックＬＥＤＡＩＢＡ 

・規模  延べ約 1,200名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 歌手（外国人バンド） 

 

フォーラムディスカッション  

・日程  2014月 8月 

・主催  大手住宅販売メーカー   

・会場  ザ・プリンスパークタワー東京 

     帝国ホテル大阪 

・規模  延べ約 1,000名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 宮田佳代子(モデレーター)、司会 

 

納涼祭   

・日程  2014年 8月 

・主催  大手自動車メーカー   

・会場  自社敷地内 （埼玉） 

・規模  延べ約 10,000名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 ＳＨＯＷ－ＹＡ、 

フリーウェイハイハイ）、似顔絵師 

 

 

 



 

 

夏祭り  

・日程  2014年 7月 

・主催  労働組合   

・会場  東京サマーランド 

・規模  約 700名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 プーリィ・ウーリィ・カンパニィ、

ロキシー大道芸 

 

 

事業所祭り   

・日程  2014年 7月 

・主催  大手産業機械メーカー   

・会場  自社敷地内  

・規模  約 3,000名 

・内容  タレント派遣、花火手配、屋台・

食材手配、遊具設営 

・出演者 ダブルネーム（お笑い）    

キャラクターショー（トッキュウジャー） 

バルーンアーティスト、司会、和太鼓演奏者 

 

 

株主総会    

・日程  2014年 6月 

・主催  食品製造・販売会社   

・会場  北とぴあ 

・規模  約 1,000名 

・内容  運営、映像、音響、印刷施工 

 

 

撮影・編集   

・日程  2014年 5月 

・主催  フィットネスマシーン販売会社   

・会場  スポーツクラブ内 

・規模   － 

・内容  撮影、編集 

  



 

 

トークイベント  

・日程  2014年 5月 

・主催  大型ショッピングセンター  

・会場  モール内イベントスペース 

・規模  延べ約 2,000名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 ＪＯＹ 

  

決起集会   

・日程  2014年 5月 

・主催  生命保険会社   

・会場  ホテル椿山荘東京 

・規模  約 700名 

・内容  アーティスト派遣 

・出演者 外国人シンガー３名 

  

母の日イベント  

・日程  2014年 5月 

・主催  百貨店   

・会場  百貨店内イベントスペース 

・規模  延べ約 100名 

・内容  アーティスト派遣 

・出演者 ＨＩＴＯＭＩ（花文字アーティスト） 

  

トークイベント   

・日程  2014年 4月 

・主催  アウトレットモール   

・会場  モール内イベントスペース 

・規模  延べ約 2,000名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 西城秀樹 

 

 

 

 



 

 

学校研修（チームビルディング）   

・日程  2014年 4月 

・主催  旅行会社  

・会場  ホテルグリーンプラザ軽井沢 

・規模  約 300名 

・内容  運営、映像・映像編集 

  

出発会   

・日程  2014年 4月 

・主催  生命保険会社   

・会場  川越 氷川会館 

・規模  約 500名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 モニーク、ギャリー・アドキンス

（歌手） 

 

お笑いバラエティーショー   

・日程  2014年 3月 

・主催  地方文化会館  

・会場  八幡浜市文化会館 大ホール 

・規模  延べ約 1,600名 

・内容  タレント派遣、制作・運営 

・出演者 お笑い（ヒロシ、ダンディ坂野、

小島よしお、黒田カントリーク

ラブ、テル、スギちゃん、髭男爵、 

     たかまつなな） 

 

集客イベント  

・日程  2014年 2月 

・主催  百貨店   

・会場  百貨店内イベントスペース 

・規模  延べ約 100名 

・内容  アーティスト派遣 

・出演者 ダイアナ・ガーネット（歌手） 

ＨＩＴＯＭＩ（花文字アーティ

スト）、司会  



 

 

クッキングコンテスト  

・日程  2014年 1月 

・主催  ガス会社   

・会場  ガス会社 キッチンルーム 

・規模  約 100名 

・内容  制作・運営、映像、音響、照明、 

美術施工、タレント派遣 

・出演者 服部幸應、土井善晴、司会 

 

 

 

表彰イベント（アワードセレモニー）  

・日程  2014年 1月 

・主催  食品宅配会社  

・会場  グランドプリンスホテル新高輪 

・規模  ２日間で約 2,000名 

・内容  制作・運営、映像、音響、照明、

美術施工、印刷物 

・出演者 杏里 

  

講演会   

・日程  2014年 1月 

・主催  生命保険会社   

・会場  前橋市民文化会館（群馬） 

・規模  約 800名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 林修講師 

  

社内祝賀パーティー  

・日程  2014年 1月 

・主催  ドラッグストアチェーン   

・会場  ホテルニューオータニ 

・規模  約 800名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 ポカスカジャン（お笑い）、司会 

 

 



 

シルバーイベント 新春寄席  

・日程  2014年 1月 

・主催  有料老人ホーム   

・会場  施設内ホール（東京） 

・規模  約 50名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 古今亭志ん橋、古今亭きょう介  

サンプリング  

・日程  2014年 1月 

・主催  大手日用品メーカー   

・会場  マラソン大会会場ブース内 

・規模  約 6,000名 

・内容  スタッフ派遣（サンプリングスタッフ）  

秋祭り   

・日程  2013年 10月 

・主催  大手自動車メーカー   

・会場  自社敷地内 

・規模  約 1,500名 

・内容  タレント派遣、音響、照明、縁日

ブース、花火手配 

・出演者 hitomi、misono（歌手） 

お笑い（ガリットチュウ、上原チョー）、 

キャラクターショー（鎧武、プリキュア） 

 

 

お得意様招待会  

・日程  2013年 9～11月 

・主催  大手住宅販売会社 

・会場 パシフィコ横浜 大ホール さいたまスーパ

ーアリーナ 神戸ポートピアホール 

・規模  １会場あたり約 1,200名 

・内容  タレント派遣、制作・運営、音

響、照明、美術施工、印刷物 

・出演者 郷ひろみ、水谷八重子（歌手） 

藤井隆、大木こだまひびき、友近、浅越ゴ 

エ、バッファロー吾郎、山口智充、ＣＯＷＣ 

ＯＷ、間寛平、たむらけんじ、司会 

 



 

お得意様招待イベント  

・日程  2013年 9月 

・主催  生命保険会社   

・会場  ベイシア文化ホール 大ホール 

・規模  約 4,000名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 バイきんぐ、キングオブコメディ、

ハライチ、ラバーガール、Ｓ×Ｌ、

エレファントション（お笑い）  

夏祭り   

・日程  2013年 9月 

・主催  大手自動車メーカー   

・会場  自社敷地内  

・規模  約 1,000名 

・内容  タレント派遣、制作・運営、映

像、音響、屋台設営・食材手配、ミニＳＬ 

・出演者 キャラクターショー 

（プリキュア）、司会  

講演会   

・日程  2013年 9月 

・主催  食品宅配会社   

・会場  大井町きゅりあん 

     新梅田研修センター 

・規模  延べ約 500名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 狐野扶実子講師  

納涼祭   

・日程  2013年 8月 

・主催  大手自動車メーカー   

・会場  自社敷地内 （埼玉） 

・規模  延べ約 10,000名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 サンプラザ中野くん、似顔絵師 

  

 



 

事業所祭り   

・日程  2013年 7月 

・主催  大手産業機械メーカー   

・会場  自社敷地内  

・規模  約 3,000名 

・内容  タレント派遣、花火手配 

・出演者 Ｕ字工事、キャラクターショ

ー（キョウリュウジャー）、バルーンアー

ティスト、司会  

学校研修（チームビルディング）   

・日程  2013年 4月 

・主催  旅行会社   

・会場 御代田Ｂ＆Ｇ海洋センター     

やまゆり体育館 

・規模  約 300名 

・内容  運営、映像・映像編集 

 

 

シルバーイベント 新春寄席   

・日程  2013年 2月 

・主催  有料老人ホーム   

・会場  施設内ホール 

・規模  約 50名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 桂文楽、月の家鏡太（落語家） 

 

（  

 

駅伝大会   

・日程  2013年 2月 

・主催  大手自動車メーカー  

・会場  自社敷地内 

・規模  約 1,000名 

・内容  キャラクター派遣、制作・運営、設

営 

・出演者 キャラクターショー 

（それいけ！アンパンマン） 

 

 



 

 

クッキングコンテスト   

・日程  2013年 1月 

・主催  ガス会社   

・会場  ガス会社 キッチンルーム 

・規模  約 100名 

・内容  制作・運営、映像、音響、照明、美

術施工、タレント派遣 

・出演者 服部幸應、土井善晴、司会 

 

表彰イベント（アワードセレモニー）  

・日程  2013年 1月 

・主催  食品宅配会社   

・会場  グランドプリンスホテル新高輪 

・規模  ２日間で約 2,000名 

・内容  制作・運営、映像、音響、照明、

美術施工、印刷物、タレント派遣 

・出演者 渡辺美里、 

津軽三味線演奏、司会 

 

 

社内祝賀パーティー   

・日程  2013年 1月 

・主催  ドラッグストアチェーン   

・会場  ホテルニューオータニ 

・規模  約 800名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 神無月（ものまね）、司会  

シルバーイベント 新春コンサート  

・日程  2013年 1月 

・主催  有料老人ホーム   

・会場  施設内レストラン 

・規模  約 50名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 古今亭志ん橋 

 

 



 

 

 

サンプリング   

・日程  2013年 1月 

・主催  大手日用品メーカー   

・会場  ハーフマラソン会場ブース内 

・規模  約 10,000名 

・内容  スタッフ派遣（サンプリングス

タッフ） 

 

 

シルバーイベント 新年会   

・日程  2013年 1月 

・主催  有料老人ホーム   

・会場  施設内ホール 

・規模  約 50名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 Ｕｋｏ（サックス奏者） 

  

忘年パーティー 

・日程  2012年 12月 

・主催  大手自動車メーカー  

・会場  ベルヴィ宇都宮 

・規模  約 400名 

・内容  制作・運営、音響、照明、    

タレント派遣 

・出演者 あやまんＪＡＰＡＮ(タレント) 

 
 

表彰イベント（アワードセレモニー） 

・日程  2012年 12月 

・主催  外資系企業   

・会場  舞浜アンフィシアター 

・規模  約 700名 

・内容  制作・運営、映像、美術施工 

・出演者 舞踏（疾風乱舞） 

  



 

 

 

秋祭り  

・日程  2012年 11月 

・主催  大手自動車メーカー   

・会場  自社敷地内 

・規模  約 1,500名 

・内容  タレント派遣、音響、照明 

・出演者   Do As Infinity (歌手) 

キャラクターショー（プリキュア）、 

トップリード(お笑い）、司会 

 

 

お得意先招待会   

・日程  2012年 10～11月 

・主催  住宅販売会社   

・会場  全国４か所 

さいたまスーパーアリーナ、金沢歌劇座 

神戸ポートピアホール、仙台国際センター 

・規模  １会場あたり約 1,000 名 

・内容  制作・運営、映像、音響、照明、

美術施工、印刷物、タレント派遣 

・出演者 海援隊、山本潤子、太田裕美、森

山良子、ばんばひろふみ、司会 

 

クッキングコンテスト 

・日程  2012年 10月 

・主催  ガス会社   

・会場  ガス会社 キッチンルーム 

・規模  約 100名 

・内容  制作・運営、映像、音響、照明、

美術施工、タレント派遣 

・出演者 服部幸應、奥山佳恵、司会 

  

  

 


