
 

2015.1月～2015.12月までの実績 

集客イベント   

・日程  2015年 12月 

・主催  ハウスメーカー 

・会場  モデル店内スペース３箇所  

・規模  - 

・内容  キャラクター手配、タレント派遣 

・出演者 ウルトラマン、似顔絵師 

  

集客イベント   

・日程  2015年 12月 

・主催  百貨店   

・会場  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 大道芸（ピエロ、バルーンショー）、

司会者 

 

ものまねショー  

・日程  2015年 12月 

・主催  生命保険会社   

・会場  ホテル日航福岡 

・規模  約 640名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 亀ひろし（ものまね） 

 

 

 

集客イベント クリスマスディナーショー  

・日程  2015年 12月 

・主催  ホテル 

・会場  ホテル内イベントスペース 

・規模  約 220名 

・内容  タレント派遣、制作・運営、音響 

・出演者 大澤誉志幸、山下久美子 

 

 

 

 



集客イベント   

・日程  2015年 11～12月 

・主催  パチンコ店   

・会場  パチンコ店内 

・内容  タレント派遣、動画撮影編集 

・出演者 前すすむ（お笑い芸人） 
 

秋祭り  

・日程  2015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 モーニング娘。OG 、Ange☆Reve、

Cupitron 、 愛 乙 女 ★ DOLL 、   

とちおとめ 25、Bitter&Sweet 

     キャラクターショー 

 

 

お得意様招待会  

・日程  2015年 9月～11 月 

・主催  住宅販売会社   

・会場  全国３か所 

金沢歌劇座・東京明治座・神戸ポートピアホール 

・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 梅沢富美男、坂本冬美、 

Ｗモアモア（漫才師）、司会者  

サマーパーティー  

・日程  2015年 8月 

・主催  食品宅配会社   

・会場  グランパシフィックＬＥＤＡＩＢＡ 

ホテルグランヴィア大阪 

・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） 

 

 



 

納涼祭  

・日程  2015年 8月 

・主催  ブレーキ関連部品製造販売会社   

・会場  自社敷地内  

・規模  約 750名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 ピエロのチッキ・チガッチ（大道芸） 

  

フォーラムディスカッション 

・日程  2015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 

 

 

トークイベント  

・日程  2015年 8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 6,000名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 藤岡弘（俳優・武道家） 

ざわちん（タレント）、カブトムシゆかり 

  

夏祭り  

・日程  2015年 8月 

・主催  大手自動車メーカー   

・会場  自社敷地内  

・規模  延べ 約 10,000名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 モーニング娘。OG、 

上々軍団（ＭＣ） 

 

 



 

お得意先招待会  

・日程  2015年 8月 

・主催  コンクリートブロック製造・販売会社   

・会場  浅草ビューホテル（東京） 

・規模  約 150名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 ほいけんた（ものまね） 

  

周年記念式典  

・日程  2015年 7月 

・主催  工作機械ロボット等製造販売会社  

・会場  自社事業所グランド 

・規模  約 2,000名 

・内容  アーティスト派遣 

・出演者 水木一郎（歌手） 

 

 

夏祭り  

・日程  2015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 川原彰・奥田優子（大道芸） 

  

表彰パーティー  

・日程  2015年 7月 

・主催  生命保険会社   

・会場  リーガロイヤルホテル小倉 

・規模  約 300名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 亀ひろし（ものまね） 

 

 

 

 

 



 

撮影・編集  

・日程  2015年 7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 

  

株主総会  

・日程  2015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 

  

集客イベント  

・日程  2015年 6月 

・主催  プロ野球球団  

・会場  球場前ステージ 

・規模  約 500名 

・内容  キャラクター手配、制作・運営、音響 

・出演者 Go!プリンセスプリキュア 

 

 

集客イベント 

・日程  2015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、制作・運営、音響 

・出演者 ダイアナ・ガーネット（歌手）、

ビックスモールン（お笑い）、司会 

  

 

 

 



 

 

講演会  

・日程  2015年 5月 

・主催  建設、運搬機械製造・販売会社 

・会場  グランドプリンスホテル新高輪 

・規模  約 300名 

・内容  スポーツ選手、タレント派遣 

・出演者 カーリングチーム「フォルティウス」

司会 

 

集客イベント  

・日程  2015年 5月 

・主催  プロ野球球団  

・会場  球場前敷地内 

・規模  2日間で延べ約 1,000名 

・内容  制作・運営、ニジマス手配 

 

 

集客イベント  

・日程  2015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 花文字アーティスト（ＨＩＴＯ

ＭＩ）、司会 

 

学校研修 

・日程  2015年 4月 

・主催  旅行会社   

・会場  鴨川ホテル三日月 

・規模  約 200名 

・内容  運営、映像・映像編集 

 

 



 

グランドオープニングイベント  

・日程  2015年 3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、音響、照明、    

美術施工、印刷物 

 

 

 

お得意様招待会  

・日程  2015年 3月 

・主催  大手住宅販売会社 

・会場  グランドプリンスホテル新高輪 

     神戸ポートピアホテル        

・規模  １会場 約 450～600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  海援隊、コロッケ 、司会者 

 

お得意様招待会  

・日程  2015年 2月 

・主催  大手住宅販売会社 

・会場   ヒルトン名古屋 

ヒルトン福岡シーホーク 

・規模  １会場 約２５０～４００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 清水アキラ＆清水良太郎 

海援隊、司会者 

 

初笑いイベント  

・日程  2015年 2月 

・主催  生命保険会社   

・会場  栃木県総合文化センター  

・規模  延べ（2回で）約 3,200名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 原口あきまさ、ビックスモールン  

 



特別企画 新春落語会  

・日程  2015年 1月 

・主催  生命保険会社   

・会場  所沢文化市民センターミューズ 

・規模  2回 約 3,200名 

・内容  タレント派遣 

・出演者 春風亭小朝、春風亭ぺろちゃん、

桂文雀（落語家）  

表彰イベント（アワードセレモニー）  

・日程  2015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 清水アキラ＆清水良太郎 

 

 

新春セミナー・社内祝賀パーティー  

・日程  2015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 はなわ（お笑い）、司会 

 

 

  

 


