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COMPANY PROFILE

株式会社ダイブモーション
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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〕

1
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弊社のご案内1

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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弊社のご案内1

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／ディレクターとして、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

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

DIVING + PROMOTION ＝DIVEMOTION Co., Ltd.
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弊社のご案内1

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 6-17-10  Jビル3F
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
： info2@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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弊社のご案内1

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
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弊社のご案内1

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

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”
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弊社のご案内1

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。

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

■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

■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
■デジタルプロモーションの手配・管理

■現場報告書作成
■次回への御提案書作成
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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として弊社の直近実績例〔 2017年-2019年 〕

道の駅「月山」月山あさひ博物村 2018年
夏の特別企画イベント “トリックアート展”
■クライアント

■企画・制作

■内 容

■弊 社 担 当

：

：

：

：

株式会社月山あさひ振興公社様 （道の駅「月山」月山あさひ博物村）

2018年3月企画～（本番：2018年7月中旬～9月30日：2ヶ月半）

道の駅「月山」 山あさひ博物村（山形県鶴岡市）主催の2018年の夏休み
イベントとして、トリックアート展を企画～制作。博物館内に9点のトリック
アートを仕掛け夏休みのファミリー層の誘引を図りました。
（会期：2カ月半）

企画・制作・運営管理

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様

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

レイクフォレストリゾート京都
2019年夏 VRイベント
■クライアント

■企画・制作

■内 容

■弊 社 担 当

：

：

：

：

株式会社アコーディア・ゴルフ 様

2018年10月企画～
（本番：2019年8月1日～31日）

京都にある大型リゾート施設、
「レイクフォレストリゾート京都」
にて、VRによる夏休みイベントを
企画～実施（期間：1カ月間）

企画・制作・運営管理

東京イーストサイド ホテル櫂会（KAIE）
2020年各種イベント／館内装飾
■クライアント

■企画・制作

■内 容

■弊 社 担 当

：

：

：

：

センコークリエイティブマネジメント株式会社 様

2019年11月～

江東区潮見に2020年2月1日のグランドオープンした
「ホテル櫂会」。ティーザー～開業～経常期まで、
各種イベントや館内装飾等の企画～制作・実施。

企画・制作・運営

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様

2016年6月～2017年1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

第2回AI・人工知能 EXPO
オンキヨーブース
■クライアント

■企画・制作

■内 容

■弊 社 担 当

：

：

：

：

オンキヨー株式会社様

2018年2月～4月
（本番：2018年4月4日～6日）

これからの主流となるAIの総合展示会
（BtoB）への出展。
オンキョウのAI展開について強く訴求。
（会場：東京ビッグサイト 東ホール）

企画・制作・運営・進行

JCB QUICPay
タッチポイント
■クライアント

■企画・制作

■内 容

■弊 社 担 当

：

：

：

：

株式会社ジェーシービー様

2019年5月企画～
（本番：8月26～30日）

2019年10月からの消費税改訂に
向け、QUICPayの利用促進、認知
拡大、Twitterでの施策等をPR。
（東京交通会館 イベントスペース）

企画・制作・運営・進行
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弊社オリジナルサービス

パーツでの受注
① EVENT／PROMOTION  IDEA FLASH
② PPT ブラッシュアップサービス
③ 企画書テンプレートサービス
④ その他サービス〔コンサル／スキルアップスクール〕

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://divemotion.co.jp/
promotion-flash4.html

弊社ホームページ

弊社オリジナルサービス

①PROMOTION FLASH ②ブラッシュアップサービス ③企画書テンプレート

http://divemotion.co.jp
/04-ORIGINAL-SERVICE.03brushup.html
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パーツでの受注3

http://divemotion.co.jp/promotion-flash4.html

IDEA FLASH

【 御提案ジャンル 】

【 展開イメージ 】

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。従来のリアルなプロモーションから、
最新のSNS・デジタルツールを活用したものまで、webサイトにて幅広く御提案させていただいております。

① EVENT／PROMOTION IDEA FLASH
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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 EVENT／PROMOTION IDEA FLASH
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パーツでの受注3

■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

各種キャスティング：タレント／講師／インフルエンサー／MC／CO等

① EVENT／PROMOTION IDEA FLASH
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パーツでの受注3

DOC XLS TXT
手書き

or
参考資料

原稿となるものをご用意いただき、弊社へ丸投げして頂ければ、
キレイなパワポ資料として仕上げます。
原稿は手書き、パワーポイント、ワード、PDFなど形式は問いません。

資料を基にブラッシュアップ 構成からデザインまでをご提案

■現状の資料のデザインクオリティの構成はあるので、
パワーポイントデザインだけ依頼したい場合。

■基本的なページ構成は御支給いただいた素材に
沿って作成いたします。

■作りたい資料があるけど、どのように構成して
どうデザインすればいいか分からない場合。

■弊社にページ構成からデザインまで一元で
お任せください。

プレゼン資料 企画書 提案書 営業資料 事業計画書 セミナー資料

講演資料 採用説明会資料 学会発表資料 媒体資料 中期経営計画書 その他各種資料

資料の
デザインを

きれいにしたい

作成したPowerPointのデザイ
ンをブラッシュアップ。パワー
ポイント資料が綺麗に生まれ変
わります。

1
数種類ある

資料のデザイン
を統一したい

営業先、顧客等へ提出する
PowerPoint資料を各部署で
作成したけれど、デザインが
バラバラ。体裁を統一したい。

2
資料を
代わりに

作ってほしい

お客様が考えたシナリオ、ペー
ジ割に沿って、PowerPointの
プレゼンテーション資料を作成
いたします。

3 イベント・
プロモーション
企画書を新規で
作成してほしい

全くの新規で企画書の作成を行
います。基本はイベント／プロ
モーション等が主なのですが、
その他何でもご相談ください。

4

パワーポイントでのブラッシュアップをはじめ、企画構成から文章作成や資料内容の組立~企画書作成まで、あらゆる業界のパワーポイントを、
目的に合わせて最適な見せ方でご提案いたします。

② 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

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

数種類ある
資料のデザイン
を統一したい

営業先、顧客等へ提出する
PowerPoint資料を各部署で
作成したけれど、デザインが
バラバラ。体裁を統一したい。

2

■サンプル①

② 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

■サンプル②

② PPT ブラッシュアップサービス 資料を
代わりに

作ってほしい

お客様が考えたシナリオ、
ページ割に沿って、
PowerPointのプレゼンテー
ション資料を作成いたします。

3
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パーツでの受注3

■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120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／23P102

サンプルジャンル

POINT 3POINT 2POINT 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。

■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、等々･･･
イベントの企画書作成を外部発注せず、内制される会社様向けサービス。

■「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ます。

③ 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。

③ 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

イベント コンサルティング／顧問契約 イベント スキルアップスクールの開催

イベントやプロモーション領域における、コンサルティング／顧問契約。
単なる案件ベースでのお取引だけではなく、決められた期間の中で、
課題を抽出し、解決まで導いてまいります。

イベントプランニング（販促・PR・事業系・展示会・演出系）を中心と
したスキルアップスクールの開催。プランニングが苦手な方にも、企画
に興味を持ってもらうと共に、様々なノウハウを習得していただき、よ
り実践に近い企画書の作成と自身でのプレゼンが出来る事を目指します。

④ その他サービス
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過去実績〔②年代別〕

4
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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

ＪＳＢ ＷＯＷＯＷ

スーパーサッカー
番組制作

ＴＸ 水着でkiss me

番組制作

東京ディズニーランド

10周年記念 VP制作

バレーボール

NECチーム 応援演出

立川ブラインド

新製品発表会

環境展 95 INTEROP 96

NTT DATAブース

Windows Start

Festa 95

BORLAND

新作ソフト発表会

各種アーティスト

ライブ・コンサート

篠山紀信撮影写真集

『少女革命』
発売記念レセプション

第15回

まつりインハワイ

FOODEX 96

日清製粉ブース

ベネッセ「サンキュ！」

キャンペーン

平成女将四十七姉

特消税反対デモ

エフピコフェア 96

タカラcanチューハイ

キャンペーン

テレコムジャパン 96

東京デジタルホン
ブース

永谷園 株主総会 三菱自動車

ギャラン／レグナム
技術発表会

三菱自動車

ギャラン／レグナム
試乗会

アトランタ

オリンピック
西武トークショー

サントリーデカビタC 

キャンペーン 97

ANA HOTEL 10周年

ビートルズ写真展

老人保健

健康等増進事業1

防災展 97 バンプレスト

女子高生講座

老人保健

健康等増進事業2

新世紀邑 誕生祭

インフォメーション
センター開設式典

DDI POCKETS

加入促進 キャンペーン

大ゴジラ博 94 SHISEIDO ZOTOS 

CONGRESS 95

ポロ・ラルフローレン

ファッションショー

スウォッチ

クロサワモデル 発表会

Lightning 

創刊2周年記念
昭和シェルブース

湘南祭 96 バードピア

フェスティバル 96

ポロ・ラルフローレン

ファッションショー
（プレスショー）

ポロ・ラルフローレン

ファッションショー
（フロアーショー）

防災フェア 96 東京港･天津港

提携15周年記念 調印式

たつのこ祭り 96

1992～93年
ＪＳＢ ＷＯＷＯＷスーパーサッカー 番組制作担当
ＴＸ 水着でkiss me 番組制作担当
東京ディズニーランド十周年記念ビデオ、その他ＶＰ制作

1994年
バレーボールNECチーム応援演出
BORLAND 新作ソフト発表会
自社アイドル『宇田川綾子』学園祭全国ツアー
自社アーティスト『See-Saw』ライブ
富士銀行サントリーホール 成人の日コンサート
篠山紀信撮影写真集『少女革命』発売記念レセプション
CELINE et PATRICK DUPOND
K's Lus Company舞台
Windows World Expo ボーランドブース、他展示会多数
第15回 まつりインハワイ
大ゴジラ博 '94
モデル・タレント マネジメント
（芸能プロ・モデルプロ・劇団）

1995年
SHISEIDO ZOTOS CONGRESS ’95
FOODEX’95 日清製粉ブース
ポロ・ラルフローレン ファッションショー
ポロ・ラルフローレン カスタマーショー
スウォッチ“クロサワモデル”発表会
立川ブラインド 新製品発表会
環境展 ’95
INTEROP’96 NTT DATAブース
富士ゼロックスセミナー’05
ミキモト 秋のジュエリーショー
Windows Start Festa’95

1996年
SHISEIDO ZOTOS CONGRESS ’96
FOODEX’96 日清製粉ブース
ベネッセ“サンキュ！”キャンペーン
平成女将四十七姉 特消税反対デモ
エフピコフェア’96
Lightning 創刊2週年記念 昭和シェルブース
湘南祭 ’96
バードピアフェスティバル’96
ポロ・ラルフローレン ファッションショー
ポロ・ラルフローレン フロアーショー
ポロ・ラルフローレン ファッションショー
タカラcanチューハイ キャンペーン
テレコムジャパン’96／東京デジタルホンブース
永谷園 株主総会
三菱自動車 ギャラン／レグナム 技術発表会
三菱自動車 ギャラン／レグナム 試乗会
アトランタオリンピック 西武トークショー
サントリーデカビタC キャンペーン '97
ANA HOTEL 10周年ビートルズ写真展
防災フェア’96
富士ゼロックスセミナー’06
たつのこ祭り’96
東京港･天津港提携15周年記念調印式
老人保健健康等増進事業

1997年
防災展 ’97 
バンプレスト女子高生講座
老人保健健康等増進事業
新世紀邑 誕生祭インフォメーションセンター開設式典
BMW“Z3デビュー”街頭キャンペーン
DDI POCKETS加入促進キャンペーン
新世紀邑誕生祭’97
JIDF 日本文化デザイン会議
ビジネスショウ’97／J-PHONEブース
アウトドアイベント・イン・アラカワ
サントリーデカビタC キャンペーン '96
Windows World Expo’97／日立ブース
エレクトロニクスショウ’97／パナソニックブース
クリスチャン・ディオール“New Capture”プレス発表会
看護協会50周年
ＣＩＣ ビクター『ロスト・ワールド』
『フィフス・エレメント』 ビデオ発表会
東京モーターサイクルショー’98 （出展事務局長）

1998年
富士通 『Image Site』キャンペーン
ナチュラルチーズコンテスト
HP WORLD ’98 マイクロソフトブース
イクスピアリ中央広場提案
ビジネスショウ ’98 ぺんてるブース
平和祈念フォーラム
Budweiser 1998 Freshness Party
ぱそまる ’98 メインステージ
Shick 『ひげの日』
IBM総合フェア ’98 BBSブース
オーディオエキスポ ’98 DVD-Audioブース
NECシンポジウム

1999年
JNC原子力平和利用国際フォーラム
第二期 ドコモ杯女流棋聖就位式
モバイルマルチメディアフォーラム
ＸSITE GRAND OPENING EVENT

2000年
東京2000年祭 『東京パフォーミングアーツコレクション』
朝日ヌーベレージュ レディースサロン
イタリアまつり
日本サムスン 新製品記者発表会
つばさ証券オープニング
日本サムスン 展示ディスプレイ製作
ホンダ 『タイプＲ 体感試乗キャンペーン走行会』
ホンダ 『カート観戦ガイドプレゼント』事務局
明治生命 『Club-M会員向パッケージ』
香港エステ 『皇室国際繊秀中心』プロモーション
オロナミンＣ 『1億人の心をつかむ男』
新人発掘オーディション 運営
織田裕二コンサート全国ツアー ａｕブース 制作・運営
ＩＢＭ総合フェア2001 メインステージ
日本サムスン ディスプレイ
CEATEC2001 BS-Asahiブース
CEATEC2001 BS-Japanブース
ＩＢＭ 新製品 『WebSphere』 発表会
日産自動車 新型車 『X-TRAIL』 発表会
お菓子フェスティバル 江崎グリコブース
BS-Asahi 開局イベント
Oracle OpenWorld 2000 事務局／株主コーナー

過去 業務実績一覧
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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

クリスチャン・ディオール

“New Capture”
プレス発表会

看護協会 50周年

シンポジウム

CICビクター『ロスト・

ワールド』『フィフス・
エレメント』発表会

東京モーター

サイクルショー 98
出展事務局長

BMW“Z3デビュー”

街頭キャンペーン

新世紀邑誕生祭

HP WORLD 98

マイクロソフトブース

ビジネスショウ 98

ぺんてるブース

IBM総合フェア 98 

BBSブース

IBM総合フェア 98 

BBSブース

日本サムスン

新製品記者発表会

日本サムスン

展示ディスプレイ製作

ホンダ

タイプＲ 体感試乗
キャンペーン走行会

オロナミンＣ

『1億人の心をつかむ男』
新人発掘オーディション

Oracle OpenWorld

2000
事務局／株主コーナー

日産自動車 新型車

『シーマ』発表会

ジーシー

創業80周年 記念式典

世界水泳福岡2001

制作発表会

織田裕二 コンサート

全国ツアー auブース

日本サムスン

店内ディスプレイ

CEATEC2001

BS-Asahiブース

CEATEC2001

BS-Japanブース

秋葉原

ガンダムプラモデル
Ｖ作戦

JavaWorld DAY

for Developpers

クリーンエネルギー

フェスタ in 旭川

RVショウ2002

SUBARUブース

ビジネスショウ 97

J-PHONEブース

Windows World Expo 

97 日立ブース

アウトドアイベント・

イン・アラカワ 96 

エレクトロニクス

ショウ 97
パナソニックブース

オーディオエキスポ 98

DVD-Audioブース

JNC 原子力平和利用国

際フォーラム

第16回 次世代

ワールドホビーフェア
カプコンブース

ＸSITE

GRAND OPENING 
EVENT

新製品

『WebSphere』
発表会

日産自動車

新型車 『X-TRAIL』
発表会

お菓子フェスティバル

江崎グリコブース

BS-Asahi

開局イベント

国際総合福祉機器展

バリアフリー2002
SUBARUブース

国際福祉健康産業展

ウェルフェア2002
SUBARUブース

NTT DoCoMo

第二期 ドコモ杯
女流棋聖就位式

鉄道映像

フェスティバル 2003

2001年
日産自動車 新型車 『シーマ』発表会
ジーシー創業80周年記念式典
世界水泳福岡2001 制作発表会
秋葉原ガンダムプラモデル Ｖ作戦
JavaWorld DAY for Developpers
新エネ・アドベンチャー2001 クリーンエネルギーフェスタ in 旭川

2002年
MTV&SUPER DRY  Anniversary Party
RVショウ2002 SUBARUブース
国際総合福祉機器展 バリアフリー2002 SUBARUブース
国際福祉健康産業展 ウェルフェア2002 SUBARUブース
2002 FIFA WORLD CUP 
埼玉サポーターズビレッジ フィナーレ
2002 FIFA WORLD CUP 
日本アバイア Japanese Customer Hospitality
2002 FIFA WORLD CUP 横浜メガパーク 決勝戦前夜祭
第16回 次世代ワールドホビーフェア カプコンブース
SAPPHIRE ’02 TOKYO B1ホール
マツダデミオ発表会
第22回 全日本振袖花嫁コンテスト全国大会
国際福祉機器展 HCR2002 SUBARUブース
BRIDGESTONE 2002 F1 PRESS MEETING

2003年
鉄道映像フェスティバル2003
NTT DoCoMo関西 サンプリング
『本絞り』市場導入プロモーション
RVショウ トヨタブース
ワタベウェディング ブライダルフェア
ボシュロム 社内プレゼン用ボード製作
J-phone GSM旅行代理店プロモーションイベント
FC東京プロモーション
鎌倉ビーチフェスタ・サンリオ湘南ジャック
東北６県大物産展及び観光展
オリックス・クレジット DMプロモーション
ビジネスショウ大阪2003 NTT DoCoMo関西ブース
横浜赤レンガ倉庫イベント
横浜ベイブリッジフェア2003
みなとみらい線開業記念 開業イベント
日赤 献血俳句コンテスト
ワールドフェスタ・ヨコハマ2003
横浜赤レンガ倉庫 松本零二ワールド
MM21新線開業記念 3店合同販促事業
MM21クリスマス＆バレンタインイベント
ワールドポーターズ5周年誕生祭
みなとみらい線開業記念 Jazzy festa YOKOHAMA
FF12プレス発表会
あざみ野「三規庭」オープンイベント
横浜山の内開発プロジェクト

2004年
TEPCOひかり プロモーション
BRIDGESTONE NEW YEAR PARTY
RV SHOW 2004 SUBARUブース
キューピー株主総会
コカ・コーラ横浜タカシマヤ前サンプリング
PHOTO EXPO 2004 出展事務局運営／レベルアップセミナー
横浜西口振興協議会 年間プロモーション
よこすか開国祭 開国パレード
NTT DoCoMo 海外展示

〔CeBIT（ドイツ）／ ITU TELECOM ASIA（韓国）〕
スパイダーマン２ プレス発表会
NTT DoCoMo SHOPプロモーション
クロスゲート年間プロモーション
NetWorld+Interop 2004 Tokyo Panasonic Booth
「宇宙の日」ふれあいフェスティバル／スペーストークショー
「宇宙の日」ふれあいフェスティバル コンテスト
日産自動車ムラーノ展示会
日産自動車エルグランド試乗＆展示会 制作
JRA50周年記念展示会
第130回天皇賞(秋) ファン感謝デーイベント
テレビ朝日映像 プロモーション
サミー発表会
JRA第5回東京競馬開催日イベント

2005年
スズキエブリイワゴンプロモーション
Vodafone会長・社長就任レセプション
ボーダフォンツール製作
FINETEC JAPAN 2005 大気社ブース
レインズ・フランチャイズフェア
楽天EXPO2005
Vodafone Strategic Partners Day 2005
Vodafone モバイルエコ・スクール
INTERPHEX JAPAN 2005 大気社ブース
MAZDA WINNERS '05-'06
新車発表会（ ロードスター／MPV）
ユースフォーラム ／ マツダグループ販社代表者会議
経営方針発表会 ／ 方針発表会 ／ 関東NOVANO会
LPG方針発表会 ／ ショールーム移転パーティ
屋上イベント／パザパクラブ／貴品会／友の会／新春太鼓
サンクスフェア／玉髙 X‘masジュエリー
新製品セミナー＆発表会 ／ アキュビューフォーラム
プレミアムキャンペーン ／ X'mas&バレンタイン
YOKOHAMA HAIR RENAISSANCE
boy LIVE
京商 MINI-Z CUP

過去 業務実績一覧
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SAPPHIRE 02 TOKYO 第22回 全日本

振袖花嫁コンテスト
全国大会

国際福祉機器展

HCR2002 
SUBARUブース

BRIDGESTONE

2002 F1
PRESS MEETING

日産自動車

エルグランド

展示会／試乗会

「宇宙の日」

ふれあいフェスティバル
スペーストークショー

CCJC

横浜タカシマヤ前
サンプリング

JRA

50周年記念 展示会

TOKYO PACK 2008

TOPPAN Booth

ビジネスショウ大阪

2003NTT DoCoMo
関西ブース

BRIDGESTONE

NEW YEAR PARTY

RV SHOW 2004

SUBARUブース

JRA

第130回天皇賞(秋)
ファン感謝デーイベント

JRA

第5回東京競馬
開催日イベント

FINETEC JAPAN

2005
大気社ブース

Vodafone

会長・社長

就任レセプション

MAZDA

新車発表会
（MPV：大阪）

MAZDA

ユースフォーラム

ノーリツ

経営方針発表会

ノーリツ

関東NOVANO会

ジョンソン＆ジョンソン

アキュビューフォーラム

京商

MINI-Z CUP

横浜髙島屋

友の会 トークショー

YOKOHAMA HAIR 

RENAISSANCE

ミスターミニット

35周年記念
トークショー

プロ野球 昭和55年会

セールスシート

第2回 WBC

セールスシート

「SEX AND THE CITY」

スペシャル試写会

プログレッシブ

セッション
「成功への真価論」

キューピー

株主総会

PHOTO EXPO 2004

出展事務局運営
レベルアップセミナー

NetWorld+Interop

2004 Tokyo
Panasonic Booth

日産自動車

ムラーノ
展示会／試乗会

INTERPHEX JAPAN 

2005
大気社ブース

MAZDA

WINNERS '05-'06
WINNERS '06-'07

MAZDA

新車発表会
（CX-7）

MAZDA

新車発表会
（MPV：東京）

中小企業☆人財

シンポジウム

2002 FIFA WORLD 

CUP 埼玉サポーターズ
ビレッジフィナーレ

第4回 Business Link

商売繁盛2007
at NAGOYA DOME

プリンス

アイスワールド
2007

富士通 らくらくホン

キャンペーン

2006年
MAZDA WINNERS '06-'07
新車発表会（CX-7）
ユースフォーラム ／ マツダグループ販社代表者会議
経営方針発表会 ／ 方針発表会 ／ 関東NOVANO会
LPG方針発表会 ／ ショールーム移転パーティ
屋上イベント／パザパクラブ／貴品会／友の会／新春太鼓
サンクスフェア／玉髙 X‘masジュエリー
新製品セミナー＆発表会 ／ アキュビューフォーラム
J&J Kick off Meeting
プレミアムキャンペーン ／ X'mas&バレンタイン ／ 小田急
エース40周年
YOKOHAMA HAIR RENAISSANCE
boy LIVE
京商 MINI-Z CUP
SPネットワーク10周年イベント
「新型Golf GT&TSIエンジン｣プレス発表会
Tokyo Midtown オープニング
空研工業50周年記念
ラゾーナ川崎オープニング
横浜ベイクォーター オープニング
佐倉 草ぶえの丘プロモーション
湘南ひらつか七夕まつり
TEPCOひかりin中田ドットカフェ
立教大学シンポジウム
ららぽーと横浜プロモーション
旅行博 スターウッドブース
そごう横浜店 ヴィトン店オープンパーティ
芝浦工業大学 創立80周年記念事業
ユアサ商事創立340周年記念パーティ
ひかりone タイアップ
NITE報告会
VAGARYプロモーション

2007年
大黒PAプロモーション
ヤマハ鍵盤楽器展示販売会
日通ペリカン便30周年キャンペーン
中小企業☆人財シンポジウム
コーセー『エスプリーク』プレシャススキンケア発表会
富士通らくらくホンキャンペーン
EXMCHINA×PRADA記者会見
第2回新エネルギー世界展示会 日立ブース
みちの日『みち2007』
霞ヶ関コモンゲート R7プロジェクト
横浜開港150周年 「開国博Y150」プロジェクト
北京オリンピックJOCジャパンハウス
第4回 Business Link 商売繁盛2007 at NAGOYA DOME
CCJC『綾鷹』キャンペーン
すかいらーくメディア展開
プリンスアイスワールド2007
ミスターミニット35周年記念谷原章介トークショー
全日本洋装コンクール発表ファッションショー
ＦＰフェア2008
大塚ビバレジ「MUTCH」プロモーション
トヨタ 販売店来場施策
SONYLIFE GRAND CONVENTION 2008

2008年
伊香保グリーン牧場活性化
TOYOTA 団塊プロジェクト企画
WILLCOM中長期マーケティング戦略
北海道洞爺湖サミットIMC企画
プログレッシブセッション「成功への真価論」
ヤマダ電機 高崎水族館企画
HOYA展示会企画
アムラックス＆メガウェブ1億人達成イベント
日立産機システム総合展示会
レクサスHPL導入キャンペーン
カワイ化粧品ブランディング
プロ野球 昭和55年会セールスシート
HR Live Brilliant Party （東京）
HR Live Brilliant Party （大阪）
TOYOTA『未来へ向けた取り組み訴求』施策
トヨタ「環境フォーラム」の取組み
WBCセールスシート
トヨタ 630Lデザインイベント
トヨタ NEXT MEGA WEB 活性化案
au首都圏郊外エリアプロモーション
参天製薬キックオフミーティング
アニメカフェ提案
映画”SEX AND THE CITY”スペシャル試写会
PROTIVITI JAPAN ANNUAL SEMINAR'08
JVA-JT強化及び活性化展開案
日本生命スーパーグランプリ
上海国際博覧会 日本政府館 基本計画書
TOKYO PACK 2008 TOPPAN Booth
上海国際博覧会 万科館 基本計画書
晴海プロジェクト
プロ野球コンベンション2008
トヨタ デコクレ コンセプト発表会
KUMON創立50周年 記念式典
2009浦和レッズ 感謝の会

2009年
第1回「こども環境大賞」表彰式
ネスレ「ミロ」 イベント提案
資生堂 ストラテジーコンファレンス2009
冷凍食品業界 普及特別プロジェクト
DRAGON BEARD CM提案
Audi ニューモデル 試乗会・発表会
WORK LIFE BALANCE FESTA +eco 2009
ALICE LIVE ALIVE 2009 栄光のアリス展
産業交流展2009
NRI未来創発フォーラム2009
日本プロ野球 「黄金の日本」プロ野球伝
防災王国
グローバルフェスタJAPAN2009
ボルドーワイン五大シャトー展
ポケモン チャレンジ広場
グランドチャンピオンシップ2009 セールスシート
MISAWA 平成20年度 オールMGコンテスト 表彰式
第22回 東京国際映画祭
NEWAYS Sponsoring Challenge Tour 2009 in Bali
ニホンバシカフェ
山東省 観光ＰＲセミナー
LEXION CONVENTION 2009
フィッシングショー2010 マルキューブース
日興アセットマネジメント 『世界の投信王』記者発表会
1126イイフロ足湯イベント
Tokyo健康ウオーク 大腸がん撲滅PRイベント
オートサロン2010 横浜ゴムブース
中小企業総合展 2010 in Kansai
三菱UFJ信託銀行 投資家・株主説明会
第１回東京競馬開催日イベント
トヨタカップ協賛提案

過去 業務実績一覧
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NEWAYS Sponsoring 

Challenge Tour 2009

SONYLIFE GRAND 

CONVENTION 2008

第22回

東京国際映画祭

BRAVE CIRCLE

Tokyo健康ウォーク
2009

カナダ大使館

Canada Meat Festa

2009 浦和レッズ

感謝の会

北京オリンピック

JOCジャパンハウス

下水道展 13 東京

上海国際博覧会

〔日本政府館／万科館〕

第1回 こども環境大賞

表彰式

ミサワホーム

平成20年度 オールMG
コンテスト／表彰式

ワイヤレスジャパン

日本エリクソンブース

東京モーターショー

三菱ふそうブース

Mercedes-Benz 

Connection 
プロモーション

NRI未来創発フォーラム

2009

第23回

東京国際映画祭

山東省

観光ＰＲセミナー

ウェルウェイ

LEXION
CONVENTION 2009

ねんりんピック

よさこい高知 2013

JAFモータースポーツ表

彰式

東京ドームシティ

イルミネーション
2012

大手町フィナンシャル

シティ オープニング
プロモーション

イクスピアリ

クリスマスイベント

北海道洞爺湖サミット

IMC企画

霞ヶ関コモンゲート

R7 プロジェクト

オートサロン2010 横

浜ゴムブース

ふくい南青山291

プロモーション

PUMA

ブランド センター
プロモーション

東葉東京メトロパス

販促キャンペーン 2012

高尾パチンコ新機種

「CR燃えよドラゴン」
プレス発表会

グランフロント大阪

オープニング
プロモーション

PASMO

利用促進キャンペーン

PROTIVITI JAPAN

ANNUAL SEMINAR 
08

中小企業I T経営力大賞

記念式典 2012

NPB プロ野球

コンベンション 2008

KUMON

創立50周年 記念式典
2009

大黒PA

年間プロモーション

久光製薬

グランドチャンピオン
シップ 2009

2010年
第１回サンキョー株式会社社員総会
Gibraltar Banccasurance Festa 2010
日本水泳連盟 OWS提案
７人制ラグビー 『ジャパン セブンス』提案
東京ガス総合展示会2010
Canada Meat Festa
トヨタ信頼回復キャンペーン
YOKOHAMAプロモーション
Tokyo健康ウオーク2010 大腸がん撲滅PRイベント
TIS株式会社 東友会 春イベント
すかいらーくグループ プロモーション提案
平成22年度 ドイツ・フランス・イギリス市場における旅行博出展事業
東証IRフェスタ2011
エドワーズライフサイエンス 2011年度全国営業会議
石川遼プロ NPO法人設立に向けての事業計画書
J&J Elevating Best Practice

Advanced Spine Surgical Technique
Century21 JAPAN CONVENTION 2011
サントリー新トリス フィールドプロモーション
ノーリツ名古屋NOVANOショールームリニューアル
エコプロダクツ エプソンブース
ふくい南青山291プロモーション
Tokyo健康ウオーク2010 大腸がん撲滅PRイベント
Golden Circle Vol.15 コンサートグッズ提案
大同生命 全国優秀職員表彰式2011
アキュラホームキャリア採用演出提案
メルセデス・ベンツ 情報発信エリアプロモーション
パナソニック電工 プライベート展「SUPER BOX 2010」
とことん青森in東京
第23回 東京国際映画祭
スバル国内営業本部表彰式典イベント
第25回 国際グルメクラブサロン 日本ブース出展企画

2011年
平成22年度原子力施設立地推進調整事業
TIENS JAPAN リーダーシップ・セミナー in Syngapore
EVERLEDS体感キャンペーン 全国横断キャラバン
キリン「のどごし〈生〉」キャンペーン
エコライフ・フェア2011
石川遼プロ NPO法人設立に向けての事業計画書
日中グリーンエキスポ2011
Ario亀有イベント
ワイヤレスジャパン 日本エリクソンブース
日光江戸村25周年式典
OIJ（OKADA INSTITUTE JAPAN）セールスシート
東陽ソリューションフェア2011
東京モーターショー 三菱ふそうブース
朝日生命 平成23年度開催表彰行事
震災復興支援企画① 石川遼プロ ジュニアゴルフ企画
震災復興支援企画② 日本プロスポーツ協会
インターハイ協賛セールスシート作成
YAMAHA新商品プロモーション
エコマークプロモーション
日本プロスポーツ協会セールスシート
ヤナセ メルセデスベンツ プロモーション
グルナビフェスタ2011
森永・ロッテプロモーション
JTの森林保全活動コミュニケーション×OIJ共同企画
エコプロダクツ2011 エコラボレーションプラザ
新宿ミロード プロモーション
東葉東京メトロパス販促キャンペーン
イクスピアリ クリスマスイベント
ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 体験会
エコプロダクツ2011 帝人グループブース
日本水泳連盟 競泳・シンクロ日本代表スポンサー協賛
カメイショールーム建設企画
大相撲 信頼回復・人気回復 のためのご提案
第一三共 オルメサルタン発売10周年記念式典
中小企業IT経営力大賞記念式典2012

2012年
ねんりんピック よさこい高知2013
野村不動産 年間プロモーション
宮城県復興住宅モデルルーム建設プロジェクト
第29回 シャルレ代理店セミナー
北海道招致プロモーション
東急リロケーションプロモーション
読売新聞 新社屋ブランディング
SoftBank 2012年秋モデル 販促プロモーション
コクヨPrittプロモーション
SEGAアミューズメント施設 リニューアル提案
東京理科大学 葛飾キャンパス 開設に伴うセレモニーイベント
ワインフェスティバル2012
アウディ ショールームイベント
「BCNマガジン」キャンペーン
プーマ ブランドセンター プロモーション
東京スポーツフェスタ2020
平成24年度 JAグループ和歌山 キャンペーンイベント
第10回 TOTO学校トイレセミナー
沖縄県一括交付金 事業計画書
日本水泳連盟12-16公式広告代理店プレゼン
2014 FIFAワールドカップ ブラジル アジア最終予選
パブリックビューイング

JAFモータースポーツ表彰式
東京ドームシティ イルミネーション2012
主婦向けwebサイト ローンチプロモーション
マーク・スピッツ来日記念
新製品サプリメント ローンチプロモーション
ゼクシィ×エチカ表参道 コラボ企画「駅コン」
野村不動産 プラウド大感謝祭
大手町フィナンシャルシティ オープニングプロモーション
2014 FIFAワールドカップ
ブラジル パブリックビューイング 今後の展開
イギリス観光誘致 Visit Britain／British Airways合同イベント
デジタルサイネージ及びリピーター集客施策
旅フェア 岩手県ブース
ハルチカ2周年イベント
日本生命 新規開拓プロモーション
東葉東京メトロパス販促キャンペーン2012
アンドロイド・サイエンス展 in Bangkok
日本生命 横浜国際女子マラソン協賛イベント

2013年
下水道展'13 東京
高尾パチンコ新機種「CR燃えよドラゴン」プレス発表会
マイナビ OL向けプロモーション施策
日本サムスンプロモーション
築地市場おさかなまつり
グランフロント大阪プロモーション
ジャックダニエル音楽イベント
オリンパス運動会シーン スチール撮影
『思い出あんしん保管』プロモーション施策
ロート製薬 RBSスキンケアサロン イオン幕張新都市
PASMO利用促進キャンペーン
フレッツ量販店POPツール提案
NTT-X Storeプロモーション
東京ゲームショウ Gunghoブース
デロイト トーマツFast50&TVS合同プロモーション
第9回 エコプロダクツ国際展 in 台湾
ＧＵ地域密着プロモーション
MIZUNO ダンスマーケティング 年間プラン
SKSプロジェクト2013-2014
クレディセゾン 年間プロモーション
LEXUS BRAND STORY構築
125周年 NISSAYスーパーグランプリ表彰式典
東京モーターショー2013 アトリウムステージ

東葉東京メトロパス

販促キャンペーン 2011

EVERLEDS

体感キャンペーン
全国横断キャラバン

日本ロレアル

HR Live Brilliant Party
（東京・大阪）

BRAVE CIRCLE

Tokyo健康ウォーク
2010

過去 業務実績一覧
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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

下水道展'14 
クボタグループブース

JAPAN CUP
CYCLE ROAD RACE

富士電機
ショールームリニューアル

FOODEX2015
日本酒造組合中央会ブース

PASMOキャンペーン
2014

第18回中央区産業文化展
「へそ展」

新価値創造展 東京 2015 地下鉄博物館
30周年記念イベント

日立ハイテク
理科教育支援PJ

沖縄修学旅行フェア2015 ダイバーシティ東京
イルミネーション

東京メトロ
年間プロモーション

まちてん2015 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＆展示会

アジア開発銀行
年次総会横浜PRブース

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

過去 業務実績一覧 ：株式会社ダイブモーション 開業～近年業務実績一例〔2014～2016年〕

2014年
■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

2015年
■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』

2016年
■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
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過去実績〔②年代別〕4

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

マークイズ静岡 4周年
Spring Fashion Show

（ゲスト：SHELLY／二宮こずえ）

JRA 福島競馬場
UMAJOイベント

（ゲスト：小泉梓／谷桃子）

日本ロジスティックス
システム協会
MEET LOGI 2020

過去 業務実績一覧 ：株式会社ダイブモーション 開業～近年業務実績一例〔2017～2019年〕

2017年
■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

■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

■メタボリック社 プロモーション提案

■2018年デンタルプロ 強化施策のご提案

■豊洲市場の風評被害払拭に向けた魅力発信プロジェクト

■三菱電機 Going Up キャンペーン

2018年
■東京ドイツ村 夏の園内イベント

■ソニー銀行 CONSULTING PKAZA リニューアル

■ヒューガルデンホワイト認知プロモーション

■プランニングスクール開催

■MXモバイリング 特定のケータイSHOPプロモーション

■ヒルトピア インバウンド向けワークショップ

■第2回AI・人工知能 EXPO オンキョーブース

■ウェスティンホテル淡路 宿泊者向けイベント

■東京トヨペット新型クラウン／センチュリー拡販プロモーション

■富士山静岡空港 統合的PR

■道の駅「月山」 月山あさひ博物村 2018年夏の特別企画イベント

■GMJプロモーション シボレー カマロ試乗会

■総務・人事・経理ワールド ギンレイサービスブース

■2020東京オリンピック CCJC Torch relay

■積水ハウス東北工場 「住まいの夢博」

■シンコーハイウェイサービス CLUB10慰労の会

■YKK AP 2019年度AP中国門窓企業認定式

■CCC T-FAN 会員数向上の為のイベント／プロモーション施策

■アサヒグローバル 三重モデルハウス子供向けイベント

■星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳「イルマーレ」イベント

■全国賃貸オーナーズフェスタin東京2018ファイバーゲートブース

■ラグビーW杯2019 TGPラウンジ

■レイクフォレストリゾート京都 2019年夏 VRイベント

■SBIグループ 創立20周年記念プロジェクト

■グランド六甲 プロモーション

■早稲田大学 研究室 研究発信イベント

2019年

第2回 AI・人工知能 EXPO
オンキョーブース

（東京ビッグサイト）

2020東京オリンピック
CCJC Torch relay

ラグビーW杯2019
TGPラウンジ

山形県 道の駅「月山」
月山あさひ博物村 2018年夏の特別企画イベント

トリックアート展

レイクフォレストリゾート京都
2019年夏 VRイベント

次世代技術EXPO 2020
富士通ブース（幕張メッセ）

JCB「QUIC Pay」タッチポイント
（東京交通会館）

■bayfm 30周年サマーキャンペーン

■琉球王国市場 プロモーション提案

■ミーツ国分寺 来場促進プロモーション

■島根県松江市「堀川遊覧船」 来場促進プロモーション

■グランディスタイル 沖縄読谷ホテル&リゾート プロモーション

■東京モーターショー2019 ヨロズブース

■富士通ゼネラル ビーチプロモーション

■DUNLOP 19冬店頭戦術の検討

■サミット ボールパーク構想

■成田国際空港 オリンピック開催1年前イベント

■理研ビタミン「リケンのノンオイル」30thプロモーション

■岐阜県可児商工会議所「可児夏まつり」

■AIBeaconスタジアム設置提案

■ハイライフいたばしフェスティバル

■レイクフォレストリゾート京都 VR夏イベント

■JCB「QUIC Pay」タッチポイント

■三井不動産系商業施設 共通イベント

■国立研究開発法人 産業技術総合研究所 研究資料

■レジーナクリニック スポットCMの効果を最大化させるメディアプラン

■明治ブルガリアヨーグルトLB81 企画

■ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 イベント・プロモーション提案

■佐川急便「SGファミリー共済」イベント

■ホテル櫂会（KAIE） イベント・館内装飾

■日本ロジスティックスシステム協会 MEET LOGI 2020

■次世代技術EXPO 2020 富士通ブース

ホテル櫂会（KAIE）
イベント・館内装飾

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

スマートグリッドEXP
O-GSユアサBOOTH
映像制作

「オオカミ少女と黒王子」
認知促進プロモーション
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