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弊社のご案内 
 
イベント／プロモーション 
ト－タルプロデュース 
〔企画／制作／運営・演出〕 
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各種イベントへ出演する、タレント・講師・MCをはじめ、近年では 
インフルエンサーの手配まで、幅広くキャスティングしておりまます。 

長年故意にしている代理店、ブレーンが
既にいるけど、そろそろマンネリ化。 
たまには違うところに発注してみたい･･･。 

受注後の制作は社内で行うけど、 
まずはコンペに勝たないと！ 
ただ社内で企画をかける人もいないし･･･ 

予算の関係で一括発注が出来ず、 
ご担当者自ら分割発注をされていて、 
常にキャパオーバー。 

社内で部署移動等があり、広
報・PR・イベントなど、担当
した経験がないので、信頼 
おけるパートナーを探している。 

広告関連は既存の広告代理店にいつ
も任せているが、小さい案件など、
そこにはお願いしずらく、外部発注
出来ず抱え込んでしまう。 

企画をカタチに！ 
すぐにでも実施できる『弊社ならでは』の
プロモーション・イベントアイデア一例！
従来のリアルなものから、最新のSNS・
デジタルツールを活用したものまで、 
数多く揃えております。 

テンプレートサービス 
「実践で使える企画書」等を格安で
テンプレート化！どなたにも簡単に
企画書を作成する事ができるサー 
ビスです。 

PPTブラッシュアップサービス 
企画書やプレゼン資料～社内資料等
を、グラフィカルかつ効果的に生ま
れ変わらせるサービスです。 

数々の現場を経験している、弊社な
らではの、きめ細かな運営／進行に
より、本番を成功に導きます。 

弊社は、イベント及びプロモーション全般におけるトータルプロデュースを主業務として、2014年1月に一人で開業。 
イベント・プロモーションの企画～制作～運営・演出といった制作全体でのトータルプロデュースをはじめとして、 
企画書やアイデアフラッシュの作成、現場（運営／進行）やキャスティング業務等まで、幅広くご対応させていただいております。 

この様な悩みはございませんでしょうか？ 弊社が解決いたします！ 

パーツでの受注 
トータルプロデュース 

（企画／制作／運営・演出） 

タレントや 
講師のキャス
ティングだけ
お願いしたい
んだけど･･･ 

「デザインの 
良い企画書にした
い」「企画書を
作ったが、見た 
  目がイマイチ」 

そろそろ展開
がマンネリ化。 
新しい風を 
入れたい･･･ 

他にもやる事 
が一杯で、業
務を一元化に
して手間を 
省きたいな･･･ 

突然の部署移動。
イベントを担当
した事ないし、
困ったな･･･ 

小さな案件は、 
外部にお願い 
しにくいな･･･ 

外部に出す 
企画予算もない
し、タタキ台さ
えあれば社内で
出来そうなの

に･･･ 

デジタル系 
など、新しい 
プロモーション
やイベントアイ
デアはない 
かな･･･ 

 

コンペに 
勝つため企画 
だけお願いした
いんだけど･･･ 

当日の舞監や 
台本・マニュ 
アル作成といっ
た現場系をお願
い出来ない 
かな･･･ 
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1992年から広告業界に入り、ＴＶ番組制作会社・芸能プロダクション・イベント制作会社・広告
代理店 グループ会社等にて、プロデューサー／ディレクターとして様々なイベントに携わる。 
本格的な独立は1998年。フリーランスのプロデューサーとして、企業系・行政系のプロモーショ
ン・イベントを中心に、幅広く手掛けていく。2014年1月、イベント・プロモーションにおける 
企画・制作・演出・運営を主業務としたトータルプロデュースカンパニーとして、法人成り～ 
株式会社ダイブモーションを設立。 

代表取締役  弥重秀和   プロフィール 

イベント・プロモーションにおける企画・制作・演出・運営を主業務とした、“トータルプロデュースカンパニー”として、 
株式会社ダイブモーションを設立。『イベントプロモーション』『販促プロモーション』『広告・コンテンツ制作』の3つのSP分野を 
中心とした、トータルプロモーションサービスを提供して参ります。 

① 弊社について 

弊社PRポイント 

4期目とまだまだ新しい会社ではございま
すが、イベント・プロモーションといった
広告業界歴25年の中で、企画・制作～実施
まで、実績は多々残してきております。 

イベント・プロモーションにおける 
トータル プロデュース・カンパニー 

「海＋イベントのメディアミックス」をテーマに、 
スキューバダイビング（DIVE） +プロモーション（PROMOTION） 

＝『ダイブモーション』と名付けました。 

株式会社 ダイブモーション 

DIVE + MOTION ＝DIVEMOTION Co., Ltd. 
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〔アクセス〕 
■電車をご利用の場合 
 東京メトロ 東西線「葛西駅」 
 ・中央口 より徒歩3分 
 ・博物館口 より徒歩2分 
 
※「地下鉄博物館」の裏手、 
 1Fが耳鼻科のビルとなります 

② 会社概要 
称 号 

 
 

所 在 地  
 
 
 
 
 

創 業 
 

設  立 
 

資 本 金 
 

代表取締役 
 

営 業 種 目 

株式会社ダイブモーション 
（英文表記）DIVEMOTION Co., Ltd. 
 
〒134-0084 
東京都江戸川区東葛西5-13-9 東葛西ビル503 
TEL 
E-mail 
URL 
 
2007年2月 
 
2014年1月 
 
5,000,000円  
 
弥重秀和 
 
■プロモーション全般における総合プロデュース 
 （企画／制作／演出／運営） 
■各種イベント／展示会／コンベンション／キャンペーン／ 
 等の総合プロデュース（企画／制作／演出／運営） 
■各種販促／広告／商品／印刷物／SPツール／ノベルティグッズ 
 等の企画・制作 
■各種広告媒体／屋外広告／交通広告 等におけるクリエイティブ 
 ワーク 
■TV／TVCF／VP／イベント映像等の各種映像制作 
■出演者・タレント等のキャスティング 
■各種市場調査／マーケティング戦略／PR活動 立案 
■各種web／SNS／インタラクティブ プロモーション等の 
 コンテンツ 企画・制作 
■マリンスポーツ／アウトドア／リゾート全般における 
 企画・開発／演出／運営 
■前各号に付随関連する一切の事業 

： 090-5197-6130 
： info@divemotion.co.jp 
： http://divemotion.co.jp 

： 
 
 
： 
 
 
 
 
 
： 
 
： 
 
： 
 
： 
 
： 

DIVEMOTION Co., Ltd. 

株式会社 ダイブモーション 

http://divemotion.co.jp 
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統合的・総合的な「広告・コミュニケーション事業」にコアコンピタンスを持つ制
作プロダクションとして、広告戦略・マーケティング戦略に関連するプランニング
業務、ＳＰ関連業務、クリエイティブ業務、プロモーションなどのプロデュース業
務を一貫したトータルプロデュースで提供できる、広告のマルチプロダクションと
して、トータルプロモーションサービスを提供して参ります。 

③ TOTAL PRODUCE COMPANY 

博覧会 
・ 

国際会議 

プレミアム 

開発 

ファッション 
ショー 

ＳＰイベント 
・ 

フィールド 
プロモーション 

行政催事 
文化催事 

スポーツ催事 

店頭・街頭 

フィールド 

イベント 

式典／表彰式 
周年事業 

パーティー 

インセンティブ 
・ 

プライベート 
ショー 

ＰＲイベント 
・ 

プレス 
カンファレンス 

コンベンション 
・ 

展示会 

フェスティバル 

ショー・ライブ 

コンサート 

会議 

セミナー 

シンポジウム 

■総合セールスプロモーションの企画・制作・総合プロデュース 

■各種イベント・キャンペーンの企画・制作・演出・運営  

■各種販促・広告・印刷物・SPツー等の企画・制作 

■出演者・タレントのキャスティング 

■webプロモーション企画・制作 

■前各号に付随関連する一切の事業 

メディア 
関連 

イベント 

弊社PRポイント 

弊社に直接ご依頼いただくメリット 
■直接取引によるマージンの削減 
■企画～制作まで、他社へ丸振りはせず、常に弊社で窓口一本化。 
 企画や制作、現場と、担当者が変わる事もありません 
 
■蓄積された経験とスキルによる、徹底したクオリティ管理・ 
 スピード対応 
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バーチャル化が促進しても、直接、肌で感じる感動は忘れない。バーチャルとリア 
ルの間でその両者の利点を融合させ、感動を増幅させる。リアルな実体験や体感は、 
全ての人々から求められることであり、創造的な 仕事の根幹であると考えています。 
感動や共感、予感や実感、人々に与える様々な感覚を創り出すコトを仕事とし、 
企業のイメージアップ、新製品のプロモーションを“イベント”を主体として具現化。これが当社の活動です。 

④ バーチャルではない 
  “生の感動・リアルな演出” 

テレビ・雑誌・新聞・ラジオ・web等、多種雑多なメディアが存在する
中で、新技術・新製品の記者発表会や、メディア関連の記者発表会、記
事化を目的としたイベントなど、話題作りのためのさまざまな施策にお
いて、企画～オープニング演出、取材進行、さらにはメディア掲載時に
おける露出イメージを想定した会場装飾まで、全てのポイントを掌握し
たプロデュースをいたします。 

ＰＲ・メディア関連イベント／ 
トークショー 

テーマ、コンセプトのプランニングから、華やかなステージ演出進行、
効果的に演出された空間作り、さらには着実な運営に至るまで、集客規
模や演出内容を問わず、お客様の大切な会議やパーティなど、様々な
「集まり」を総合的にプロデュースいたします。 

インセンティブ 
〔表彰式典／懇親パーティ〕 

一大エンターテインメントである博覧会や、人々に熱い感動と興奮を呼
び起こすオリンピックやワールドカップ等のスポーツエンターテインメ
ント。それら各コンテンツ自体のプロモーションから映画祭・大会など
のイベントプロデュース、あるいは各コンテンツとの企業協賛・タイ
アップ等の各種コーディネート業務まで幅広く手掛けます。 

行政催事／文化催事／スポーツ催事 

一企業が単体で展開するプライベートショーから多数の企業が競って出
展するコンベンション・展示会など。その中で一際存在感をアピールす
るために、オリジナリティのあるブースデザイン・施工を展開し、さら
に多彩なギミックを施した演出とスムーズな運営で、来場者に確実に
メッセージを伝達いたします 

コンベンション／展示会／ 
プライベートショー 

人気・話題のアーティストやファッションブランド等のショー・ライブ
コンサートのステージ企画・演出・制作から協賛プロモートまで、トー
タルでプロデュース。消費者に心高鳴る感動と興奮の時間をお伝え 
します。 

フェスティバル／各種ショー 

企業の株主総会や決算発表会などのIRイベントや、入社式や周年行事な
どの社内催事、あるいはメーカーが流通や販社向けに行う新商品発表会
や説明会など、様々なインナーイベントを手掛けております。 

セミナー／シンポジウム／会議／ 
その他インナーイベント 

企業が商品の販売促進やサービスの利用促進などを目的として行う施策。
繁華街の街頭イベントスペースや、量販店・販売店などの店頭や売場な
どで行われ、プレゼンテーションや試用体験などを通じて購買意欲を高
めることを図ります。 

フィールドプロモーション／SPイベント 

キャンペーン全体のフレーム作りからプレミアムの開発～集計／抽選作
業など事務局代行までを一環してプロデュース。オリジナリティ溢れる
プレゼントキャンペーンで強力にかつ直接的に販売促進をサポートし、
新たな流行の創造までも目指します。 

その他 各種プロモーション／ 
キャンペーン／プレミアム開発 

弊社PRポイント 

各種イベント・プロモーションの企画制作を得意としております。 
■各種イベント／展示会等への制作・出展代行業務（ブース提案～事前業務～本番） 
■新製品発表会／セミナーなどの企画・制作・運営・進行 
■周年事業／社内催事の会場手配～制作・当日運営・演出・キャンペーン／ 
 サンプリング等での集客／誘引 
■新規顧客開拓の為のプロモーション施策 
■SNS・AR等を使った、顧客の囲い込み施策 その他 
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■企画立案 
■会場提案 
■パース、施工プランの提案 
■タレント、講師等の出演者提案～ 
 キャスティング 
■コストマネジメント 

プロモーション全般において、イベントに対
する期待と共に、接触したいターゲットを選
定し、より多くの集客を図ります。 

集客力の高いイベントコンテンツの開発、クオリティの高さ、コストパフォーマン
スと、どれにおいても他社に負けない制作進行を行って参ります。 

主に民間のＳＰ系イベントにおいての「見込
み客発掘」について、その後のセールスを支
援するプログラムまで考え展開します。 

■全体プロデュース/ディレクション 
■施工手配・管理 
■音響/照明/映像/特効 手配・管理 
■映像/音楽に関するソフト制作 
■タレント/出演者/スタッフの 
 手配・管理 

■現場運営、演出進行管理 
■ＭＣ/コンパニオン等の手配・管理 
■イベント事務局 運営・管理 
■アミューズント/遊具/その他手配 

■現場報告書作成 
■次回への御提案書作成 

1st STEP 

企画・立案 
▼ 

プレゼンテーション 

2nd STEP 

実施計画（プラン）作成 
協力機関・出演者等の選定 

▼ 
制作（演出・運営） 

3rd STEP 

設営～リハーサル 
本番（演出・運営） 

▼ 
現場管理 

4th STEP 

終了報告 
▼ 

次回へ繋げる施策の 
ご提案 

机上の言葉遊びとは異なる、実践をふまえたプランニング。本質を見極めたコンセ
プトワークから実践を前提とした演出・運営プラン。イベント・プロモーション領
域のすべての分野で、新しく、しかも実効性のあるプランを常に創出すると同時に、
プランに基づいて正確に、しかもハイクオリティに、品質管理・スケジュール管
理・スタッフ管理・コスト管理等、妥協のないトータルプロデュースで遂行してお
ります。 

⑤ 総合制作プロダクションとしての確立へ 
弊社PRポイント 

各種イベント及びプロモーション全般において、企画から 
制作・演出・運営まで、一元化してトータルでプロデュー
ス！企画中心の制作会社と思われがちですが、 
弊社は「制作」を一番得意としております。 
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過去実績〔①ジャンル別〕 

2 
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過去実績〔①ジャンル別〕 2 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 全体制作：企画／制作／演出／運営 〔 ① 行政催事 ／ 文化催事 ／ スポーツ催事 〕 
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過去実績〔①ジャンル別〕 2 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 全体制作：企画／制作／演出／運営 〔 ② PR・メディアイベント ／トークショー 〕 
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過去実績〔①ジャンル別〕 2 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 全体制作：企画／制作／演出／運営 〔 ③ インセンティブ（表彰式典／懇親パーティ）／発表会 〕 
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過去実績〔①ジャンル別〕 2 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 全体制作：企画／制作／演出／運営 〔 ④ コンベンション ／ プライベートショー 〕 
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過去実績〔①ジャンル別〕 2 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 全体制作：企画／制作／演出／運営 〔 ⑤ 展示会 〕 
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過去実績〔①ジャンル別〕 2 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 全体制作：企画／制作／演出／運営 〔 ⑥ セミナー ／ シンポジウム  ／ フォーラム〕 
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過去実績〔①ジャンル別〕 2 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 全体制作：企画／制作／演出／運営 〔 ⑦ フェスティバル 〕 
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過去実績〔①ジャンル別〕 2 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 全体制作：企画／制作／演出／運営 〔 ⑧ フィールドプロモーション ／ SPイベント 〕 
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過去実績〔①ジャンル別〕 2 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 全体制作：企画／制作／演出／運営 〔 ⑨ 各種ショー ／ ステージ 〕 
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過去実績〔①ジャンル別〕 2 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 全体制作：企画／制作／演出／運営 〔 ⑩ プロモーション 各種 〕 
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過去実績〔①ジャンル別〕 2 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 

オリエンタルランド バケーショ
ンパッケージプラン 旅行説明会 
■クライアント 
 
■企画・制作 
 
■内   容 
 
 
 
■弊 社 担 当 

： 
 
： 
 
： 
 
 
 
： 

株式会社オリエンタルランド 
 
2016年6月～12月 
 
バケーションパッケージ(VP)の内容理解から購買 
までのマインドを高めるため、VP販売促進の 
説明会を全国のホテルにて展開。 
 
企画・制作（全体運営・進行・ 
事前事務局・web制作・会場 
手配）、他 

JRA 福島競馬場 
UMAJOイベント 
■クライアント 
 
■企画・制作 
 
■内   容 
 
 
 
■弊 社 役 割 

： 
 
： 
 
： 
 
 
 
： 

日本中央競馬会 
 
2017年1月～ 
 
平成29年度福島競馬開催日に女性向けイベンを 
行い、競馬場への女性のお客様の誘客を促し、 
来場者の新規獲得と定着化を図る。 
 
企画・制作・運営・キャスティング等 

MARK IS 静岡 4周年 
プチプラ ファッションショー 
■クライアント 
 
■企画・制作 
 
■内   容 
 
 
 
 
 
■弊 社 担 当 

： 
 
： 
 
： 
 
 
 
 
 
： 

三菱地所リテールマネジメント 
 
2017年2月～4月 
 
静岡県にある「MARK IS 静岡」4周年イベ 
ントとして、プチブラファッションのコー
ディネートで著名なインフルエンサー、 
二宮こずえ氏をゲストに迎えて、テナント 
参加型のファッションショーを開催。 
 
企画・制作・進行・キャスティング 

MARK IS 静岡 
Summer Event  
■クライアント 
 
■企画・制作 
 
■内   容 
 
 
 
■弊 社 担 当 

： 
 
： 
 
： 
 
 
 
： 

三菱地所リテールマネジメント 
 
2017年4月～5月 
 
静岡県にある「MARK IS 静岡」内イベント 
スペースにて、小学生の夏休みを狙った集客 
イベントを提案。 
 
企画・制作 

平成29年度 女性の就業拡大 
イベント「レディ GO! Project」 
■クライアント 
 
■企画・制作 
 
■内   容 
 
 
 
 
 
■弊 社 役 割 

： 
 
： 
 
： 
 
 
 
 
 
： 

東京都 
 
2017年5月～6月 
 
女性の就業拡大の機運を醸成していくため、普及
啓発イベントを開催するとともに、採用に積極的
な企業を集めての合同就職面接会を実施し、女性
の就業を後押ししていく為のイベントを、都内 
4ヶ所所にて開催。 
 
企画 

2016年ジュニア・サミット 
in 三重 
■クライアント 
 
■企画・制作 
 
■内   容 
 
 
 
 
 
■弊 社 担 当 

： 
 
： 
 
： 
 
 
 
 
 
： 

外務省 
 
2015年12月～2016年1月 
 
G7各国から選考された15～18才の若者が集まり、
世界が直面する課題について、青少年の視点から
英語で識論を行い、成果文書を各国首脳に届ける
ことを通じて、青少年に対する教育・啓発の機会
とするジュニア・サミットを開催。 
 
企画 

GEMS恵比寿 開業販促事業 

■クライアント 
 
■企画・制作 
 
■内   容 
 
 
 
 
 
■弊 社 担 当 

： 
 
： 
 
： 
 
 
 
 
 
： 

野村不動産 株式会社  
 
2017年4月 
 
大人が集まるオフィス街 恵比寿エリアにて、 
こだわりのある飲食店「GEMSシリーズ」の基幹
店となる「GEMS恵比寿」の2017年9月オープン 
に合わせての開業販促事業・プロモーションの 
提案。 
 
企画 

多摩・島しょ地域 
旅行商品造成モニターツアー 
■クライアント 
 
■企画・制作 
 
■内   容 
 
 
 
 
 
■弊 社 担 当 

： 
 
： 
 
： 
 
 
 
 
 
： 

公益財団法人 東京観光財団  
 
2016年3～4月 
 
地域内の移動アクセス手段が比較的不便な多摩・
島しょ地域で、観光客向けの各観光施設等を移動
する手段を検討することを目的とした、モニター
ツアーを実施し、観光地を周遊する交通手段の 
整備に繋げる。 
 
企画 

弊社の直近実績例 
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弊社オリジナルサービス 
／パーツでの受注 

3 
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パーツでの受注 3 

弊社のオリジナルサービス 

http://divemotion.co.jp http://divemotion.co.jp 
/04-ORIGINAL-SERVICE.html 

http://divemotion.co.jp 
/04-ORIGINAL-SERVICE.02temple1.html 

http://www.divemotion.co.jp 
/promotion-flash3.html 

http://divemotion.co.jp 
/04-ORIGINAL-SERVICE.03brushup.html 

弊社ホームページ 

弊社オリジナルサービス 

①アイデアフラッシュサイト ②企画書テンプレート ③ブラッシュアップサービス 

「PW：dive20140106 」 



22 Co.,Ltd. All Rights Reserved. Copyright© 

パーツでの受注 3 

■すぐにでも実現・実施可能な、弊社ならではのプロモーション・イベント 
 アイデア一例。 

① 企画をカタチに！－PROMOTION FLASH－ 
弊社PRポイント 

このコンテンツは弊社の多々あるアイデアの一部となって
おり、御社が展開・提案される案件に対し、何らかベクト
ルが近いものがございましたら、ご活用・展開いただける
ものに再提案させていただきます。 

■プロモーションアイデア例 

http://www.divemotion.co.jp/promotio
n-flash3.html 

 
※PWが必要となります。 
「PW：dive20140106」 

アイデアフラッシュサイト 

http://www.divemotion.co.jp/promotion-flash3.html
http://www.divemotion.co.jp/promotion-flash3.html
http://www.divemotion.co.jp/promotion-flash3.html
http://www.divemotion.co.jp/promotion-flash3.html
http://www.divemotion.co.jp/promotion-flash3.html
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パーツでの受注 3 

001 

■すぐにでも実現・実施可能な、弊社ならではのプロモーション・イベントアイデア一例。 

① 企画をカタチに！－PROMOTION FLASH－ 
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パーツでの受注 3 
弊社PRポイント 

各種イベントへ出演するタレント・講師・インフルエン
サー・MC・CO等、幅広いジャンルでキャスティング。 

■タレント／芸能／講師 
 インフルエンサー 

■アトラクション／余興 

■MC／NA／CO 

② タレント／講師／インフルエンサー／ 
  MC等のキャスティング 
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パーツでの受注 3 

■「デザインを良くしたい」「企画書を作ったが 見た目がイマイチ」といった場合 
 に効果的なサービス。企画書やプレゼン資料～社内資料等を、グラフィカルかつ 
 効果的に生まれ変わらせます。 

弊社PRポイント 

コンペやクライアントへの提出資料等、社内で企画書を
作ったはいいけど、見た目がイマイチ。これではプレゼン
に出す事は出来ない、等といった時に効果的なサービスと
なります。 

Sample-01 Sample-02 Sample-03 Sample-04 

※本サービスは、何より守秘義務の遵守と機密漏洩の防止が求められる事を認識しており、弊社では機密保持や個人情報保護法を尊重するお客様の立場を理解し、その保護に全力を傾けてまいります。 
※また、本サービスは、弊社オリジナルのサービスとなり、一切の内容・情報等の事業化、コピー、複製、無断転載は固くお断りさせて頂きます。 

③ PPT ブラッシュアップサービス 
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パーツでの受注 3 

002 

BEFORE 

AFTER ※トンマナを統一しつつ、3つの国別カラーでバリエーションを変えて表現 

③ PPT ブラッシュアップサービス 
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パーツでの受注 3 

■外部に出す企画予算もないし、タタキ台さえあれば社内で出来そうなのに･･･ 
 イベントを外部発注せず、内制される会社様向けサービス。タタキ台さえあれば 
 社内で出来そうなのに･･･という方にお勧めです。 
 
■「実践で使える企画書」等を格安でテンプレート化！どなたにも簡単に企画書を 
 作成する事ができます。 

弊社PRポイント 

外部発注せずに内制される企業様 必見！『企画書テンプ
レートサービス』のご提案。企画が苦手な御担当者様、プ
ランナー不足の広告代理店様・制作会社様等に効果的な
サービス！ありそうでなかったサービスです。 

■ここ数年前から、広告業界では企画費の捻出が難しい時代に突入しており、最近は外部（制作会社／フリーのプランナー）に企画書の作成を頼めず、内制メイン 
 とする企業が増えております。しかしその結果、担当者がキャパオーバーとなってしまったり、社内で作成した企画書が決定打に欠け、大切なプレゼンを落として 
 しまったり、場合によっては手が足りず、コンペの参加を辞退せざるをえない、という話をよく耳にする様になりました。 
 
■本サービスは、大小含め年間80本以上、イベント／プロモーションの企画・制作に携わっている、弊社ならではのオリジナル事業として、企画書や運営マニュアル、 
 進行台本等を格安でテンプレート化し、それをもとに、どなたにも簡単に企画書が作成できるものとなっております。 

展示会 ■内容：BtoC エコ系展示会 
■仕様：A4横／23P 102 

サンプル ジャンル 

POINT 3 POINT 2 POINT 1 

欲しいその日からすぐに使えます！ 通常の企画費の半額以下！ プロの企画書だから実践で役に立ちます！ 

※本サービスは、何より守秘義務の遵守と機密漏洩の防止が求められる事を認識しており、弊社では機密保持や個人情報保護法を尊重するお客様の立場を理解し、その保護に全力を傾けてまいります。 
※また、本サービスは、弊社オリジナルのサービスとなり、一切の内容・情報等の事業化、コピー、複製、無断転載は固くお断りさせて頂きます。 

④ 企画書テンプレートサービス 
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パーツでの受注 3 

■内容：BtoBtoC 展示会  
■仕様：A4横／31P 

101 企画書：展示会 

■内容：BtoC エコ系展示会 
■仕様：A4横／23P 

102 企画書：展示会 

■内容：BtoB 展示会 
■仕様：A4横／19P 

103 企画書：展示会 

■内容：ゲームソフト体験会 
■仕様：A4横／17P 

104 企画書：ゲーム体験会 

■内容：行政系 シンポジウム 
■仕様：A4横／19P 

105 企画書：シンポジウム 

■内容：BtoB 採用セミナー 
■仕様：A4横／18P 

106 企画書：採用セミナー 

003 

■作品一覧（例） ※随時webサイトにてupいたします。 

④ 企画書テンプレートサービス 
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過去実績〔②年代別〕 

4 



30 Co.,Ltd. All Rights Reserved. Copyright© 

過去実績〔②年代別〕 4 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 
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過去実績〔②年代別〕 4 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 
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過去実績〔②年代別〕 4 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 
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過去実績〔②年代別〕 4 

■1992-2013年：イベント制作会社／フリーランス時 

■2014年～：DIVEMOTIONとして 
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過去実績〔②年代別〕 4 

■2014国際ユース（U-14）サッカー大会 
■第18回中央区産業文化展 「へそ展」 
■下水道展'14  クボタグループブース 
■支援ポータルサイト「ミラサポ」の強化・運営事業 
■JAPAN CUP CYCLE ROAD RACE 
■おかざき世界子ども美術博物館 作品展 
■富士電機ショールームリニューアル 
■多摩センター販売提案 
■FOODEX2015-日本酒造組合中央会ブース 
■PASMOキャンペーン2014 
■防災フェスティバル2015 
■メリーサイトweb用スチール撮影 
■ブリストルマイヤーズ CVI KickOff Meeting 2015 
■スマートコミュニティJAPAN2014 
■ハースト婦人画報社「モダンリビング」キャンペーン  
■久月「重陽の節句」プロモーション 
■宇宙の日コンテスト 
■スカイツリーワークショップイベント 
■推進フェア2014 

■電鉄5社 ロケ地巡りキャンペーン 
■マイクロスクーター 認知促進プロモーション企画 
■ローソン エリアキャンペーン 
■新価値創造展 東京 2015 
■東京メトロ 年間プロモーション 
■地下鉄博物館30周年記念イベント 
■富士スピードウェイ 呉工業ブース 
■東京モーターショー2015  トヨタ織機ブース 
■日立ハイテク 理科教育支援PJ 
■沖縄修学旅行フェア2015 
■ヤフオク!×はこBOON mini リユース日本縦断キャラバン 
■国際空港における日本食・食文化魅力発信事業 
■三菱地所 丸の内再構築計画 
■平成27年度日本食・食文化の世界的普及プロジェクト 
■大東文化大学「学長対談」 
■ダイバーシティイルミネーション 
■まちてん2015 
■アジア開発銀行年次総会横浜PR 
■西武鉄道観光電車プロジェクト 
■総務省移住・交流促進フェア 
■DCコミックス「バットマンvsスーパーマン」ライトアップ 
■日立製作所ヘルスケア社『販売店向け 2016 新体制発表会』 

■日立製作所ヘルスケア社『販売店向け2016年度新体制発表会』 
■伊勢志摩サミット 2016年ジュニア・サミットin三重 
■Visit Japan Campaign：訪日台湾・香港旅行者の地方誘客促進 
■日中相互理解訪日団事業 
■「オオカミ少女と黒王子」認知促進プロモーション 
■JRA日本ダービー 広告メール配信を利用したプロモーション 
■ハースト婦人画報社 ELLE スマホアプリ提案 
■東京都 多摩・島しょ地域 モニターツアー／交通サービス 
■あんさんぶるスターズ プロモーション 
■Sound Cruising Minato 2016 
■オリエンタルランド バケーションパッケージプラン 旅行説明会 
■港区 オリンピック・パラリンピック 事前キャンプ誘致支援業務 
■JENESYS2016（SAARC地区／モンゴル／台湾） 
■ジャニーズ等アイドルファン向けアプリ開発 
■ドラッグストアショー 第一三共ヘルスケアブース 
■GEヘルスケア・ジャパン kick off 
■GSユアサUPS提案書 
■ソフトブレーン25thカンファレンス 
■DHC F1 スキンケア PRイベント 

■スマートグリッドEXPO GSユアサブース 
■ JRA 福島競馬場 UMAJOイベント 
■ Innovation for Cool Earth Forum 
■マークイズ静岡 4周年Spring Fashion Show 
■ GEMS恵比寿 開業販促事業 
■マークイズ静岡 Summer Event 
■マークイズ静岡 マーケティング調査 
■デサント アンブロ認知促進プロモーション 
■高崎OPA 集客イベント 
■東京都 レディ GO! Project！ 
■不二家ミルキー インフルエンサー施策 
■AISEI薬局ディーラーズミーティング 
■ツーリズムEXPOジャパン 阪急交通社ブース 
■「うんこ漢字ドリル」催事展 
■東京タワ一開業60周年 国内向けキャンペーン 
■トイザらス・ベビーザらス クリスマス企画 
■デサント アンブロ インフルエンサーキャスティング 
■ドラッグストアーショー 製薬会社ブース 

※2017年11月1日現在 


