2017 年会社案内

業務内容
イベントの舞台演出・進行、運営管理、テレビ番組イベントの運営管理、

イベント

展示会、試写会、etc・・・

EVENTS

あらゆるイベントの企画・制作・演出・進行から
ケータリングや事務局業務、会場運営に至るまでの制作を行います。

NTV『天才！志村どうぶつ園』をはじめとする

番組リサーチ

テレビ番組のリサーチを独自の方法で行っています。

RESEARCH

番組制作に深く関わり、ユニークな視点を持ったオリジナリティあるリサーチで
視聴率の向上に貢献します。

不動産総合情報サービス企業 アットホーム株式会社のグループ会社として、

広告代理店業務

ＴＶ・ラジオＣＭの企画制作、メディアプランニングを中心とした

（プロモーション業務）

プロモーション業務を担当。

ADVERTISING

その他、企業の自社制作番組のプロデュース、Web や携帯サイト、スマートフォンアプリの
企画制作・運営、ノベルティ制作など、幅広い分野でのプロモーション活動を行っています。

■沿革

■主なクライアント（五十音順／敬称略）

1974 年 4 月

株式会社日企設立

クオラス

1986 年 5 月

株式会社アズ設立

研音

1990 年 4 月

株式会社リヴレ設立

電通

1997 年 7 月

株式会社日企のイベント部門とアズ、リヴレが合併

東京ドーム

株式会社アガサスとしてスタート

TOHO マーケティング

渋谷から虎ノ門へ移転

日テレ アックスオン

2006 年 2 月

2007 年 10 月 プライバシーマーク取得

日本テレビ放送網
博報堂

■役員

■資本金

博報堂 DY ミュージック＆ピクチャーズ

取締役会長

赤尾

健一

2,100 万円

代表取締役社長

内藤

智子

■グループ企業

専務取締役

須藤

征吾

アットホーム株式会社

読売巨人軍

常務取締役

光岡

裕子

株式会社日企

読売新聞東京本社

取

役

横川

康弘

取締役顧問

松村

文衞

三菱東京 UFJ 銀行

渋谷支店

監

河野

直樹

みずほ銀行

渋谷中央支店

締

査

役

フジテレビジョン
森ビル

■取引銀行

ワーナー ブラザース ジャパン

http://agasus.co.jp
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他

■主な業務実績

2017 年会社案内
《2016 年 1 月〜1 2 月》

Ｃ

写真提供：読売新聞社

yomiuri

第 39 回 日本アカデミー賞授賞式

超☆汐留パラダイス!
2016 SUMMER

年

会場運営

お台場 みんなの夢大陸2016

夏のはじまり。

FIFAｸﾗﾌﾞﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ2016
AWARDS CEREMONY

（主な実績）
□イベント制作／運営／進行
・六本木ヒルズ／虎ノ門ヒルズ 各種イベント
・Yamazaki Ikusaburo 30th Birthday Special Live
・J:COM×日本映画放送 共同記者会見
・JAつがる弘前×BASF 青森りんごマルシェ〜農業、それは最も大切なしごと〜
・第23回読売演劇大賞
・「ピクサー展」（東京都現代美術館） 開会式／関連企画
・第17回日テレフォーラム
・日本テレビ系水曜ドラマ「世界一難しい恋」先行披露上映会／記者発表会
・「『バケモノの子』と刀の世界展」（関鍛冶伝承館）
・「ダリ展」（国立新美術館） 記者発表会／PRスポット撮影／開会式
・「ポール・スミス展」記者発表会
・Meetふなっしー！梨汁ThanksParty♡
・八代目中村芝翫 四代目中村橋之助 三代目中村福之助 四代目中村歌之助 襲名を祝う会
・福士蒼汰ファンイベント2016「Birthday Party」
・六本木アートナイト オープンコール・プロジェクト事務局／六本木アートナイト2016
・HiGH & LOW THE BASE
・第33回読売書法展 中央・東京展 表彰式
・それいけ！アンパンマン フェスティバル
・FPフェア2016
・アサヒスーパードライCM撮影2016
・製粉ミュージアム 群馬県民の日／みんなで体験！ファミリークリスマスイベント
・ルミネエスト新宿「HALLOWEEN PARTY」
・第8回東宝シンデレラオーディション グランプリ発表会
・「浦沢直樹展 大阪の巻」（大阪南港ATC）
・世界の果てまでイッテQ！10周年クリスマスイベントレセプション
・第61回「映画の日」中央大会
・春日大社第六十次式年造替記念シンポジウム「式年造替と御神宝-神に捧げる究極の宝-」
・平成28年度アットホーム全国合同社員研修会
・明治ブルガリアのむヨーグルトキャンペーン
□番組運営
・のどじまん THE ワールド！
・UWASAのネタ
・24時間テレビ39 愛は地球を救う 「愛〜これが私の生きる道〜」
・THE LAST COP LINE LIVE 公開放送
・日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2016」
・全日本歌唱力選手権「歌唱王」

■日本テレビ
・天才！志村どうぶつ園

・NEWS ZERO

（過去の実績）
■日本テレビ
・伊東家の食卓
・嗚呼！バラ色の珍生！！
・おすぎとピーコの
金持ちA様×貧乏B様
・金のA様×銀のA様
・A
・ジェネジャン
・トナリの悩みの解決人
・別れてもチュキな人

六本木ヒルズ
KIDSʼ WORKSHOP 2016

第 95 回 全国高等学校

□スポーツ進行／運営
・読売ジャイアンツ公式戦ファンサービスイベント
・体操競技選手権大会各種
・チアリーディング選手権大会各種
・★SAPPORO新春スポーツスペシャル第92回箱根駅伝 中継運営／大手町RestSpace
・東京マラソン2016 キックオフイベント／中継運営
・第21回全日本フットサル選手権大会
・日米対抗ソフトボール2016
・イオンカップ2016世界新体操クラブ選手権大会
・2016 MotoGP 世界選手権シリーズ第15戦 日本グランプリ
・第34回全日本大学女子駅伝
・侍ジャパン強化試合
・第2回さいたま国際マラソン
・ジャイアンツ・ファンフェスタ2016／シーズンシートオーナー感謝祭
・NPB AWARDS 2016
・斎藤雅樹氏野球殿堂入りを祝う会
・ベースボールフェスタin福島
・FIFAクラブワールドカップジャパン2016 中継運営
・第38回皇后杯 全日本女子サッカー選手権大会
・高円宮杯 第28回全日本ユース（U-15）サッカー選手権大会
□映画関連イベント進行運営（公開日順）
・「信長協奏曲」試写会
・「ブラック・スキャンダル」公開記念特別試写会 等各種イベント
・「セーラー服と機関銃―卒業―」完成披露試写会
・「黒崎くんの言いなりになんてならない」公開直前イベント
・「僕だけがいない街」完成披露試写会／ホワイトデーイベント 等各種イベント
・「バットマンvsスーパーマン ジャスティスの誕生」ジャパンプレミア 等各種イベント
・「ちはやふる-下の句-」からくれなゐレッドカーペットイベント
・「テラフォーマーズ」初日舞台挨拶
・「オオカミ少女と黒王子」ジャパンプレミア 等各種イベント
・「MARS〜ただ、君を愛してる〜」公開直前！試写会付きスペシャルイベント
・「ターザン：REBORN」ジャパンプレミア 等各種イベント
・「ハドソン川の奇跡」トークイベント／特別試写会
・「金メダル男」完成披露試写会／公開直前イベント／大ヒット御礼舞台挨拶
・第29回東京国際映画祭「アジア三面鏡2016：リフレクションズ」記者会見・シンポジウム
・「デスノートLight up the NEW world」ジャパンプレミア／初日舞台挨拶
・「コウノトリ大作戦！」特別試写会／初日舞台挨拶
・「ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅」ジャパンプレミア 等各種イベント

■アットホーム Webコンテンツ／CSディスカバリーチャンネル
・明日への扉 〜日本の伝統・文化を継承する若者たち〜

・所さんの日本ジツワ銀行
・第2日本テレビ シネマコンプレックス
ジブリチャンネル
・高田・久本・ビビアン 最強の料理人を探せ!!
・世界の果てまでイッテQ！
・モクスペ ガリレオの遺伝子
・1億人の大質問!?笑ってコラえて!
・衝撃リポート!!世界の怪奇現象
大追跡スペシャル

・世界の超決定的瞬間スペシャル
・news every.
・映画「太平洋の奇跡」「GANTZ」特番
・イベント「レンブラント展」特番
・認知症 身元不明者TV公開捜索
「ワタシハダレ？」生放送SP
・世界一受けたい授業

■NHK
・NHKスペシャル
■TBS
・はなまるマーケット
■テレビ朝日
・よくある質問
■中京テレビ
・巨大地震からのサバイバル
・選挙特番

○アットホーム株式会社のＴＶ・ラジオＣＭの企画制作、メディアプランニングを中心としたプロモーション業務
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