2019 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
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■主な業務実績
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第 41 回 日本アカデミー賞授賞式

ジャイアンツファンフェスタ 2018

ようこそ!!ワンガン夏祭り
THE ODAIBA 2018

映画「アクアマン」 来日イベント

超☆汐留パラダイス!
2018〜SUMMER〜

THE MUSIC DAY 伝えたい歌
会場運営

第 97 回
全国高校サッカー選手権大会 開会式

第67回 日本スポーツ賞
第2回 日本パラスポーツ賞 表彰式

【主な実績（五十音順）】

□番組運営

□イベント制作／運営／進行
・ARP KICK AʼLIVE
・FPフェア
・LDH TV SPECIAL EVENT 2018 MARCH
・MEN ON STYLE
・アサヒスーパードライCM撮影
・アットホーム株式会社社員研修会
・浦沢直樹展
・「映画の日」中央式典
・応援ありがとうございます！羽生結弦展
・お台場海浜公園イベント hokusai&TOKYO「水辺を彩る江戸祭」
・『スターウォーズ／最後のジェダイ』公開記念
「ライトセーバーと関鍛冶」展（関鍛冶伝承館）
・製粉ミュージアム 群馬県民の日
・それいけ！アンパンマンフェスティバル
・超☆汐留パラダイス！
・長嶋茂雄氏・松井秀喜氏国民栄誉賞授与式
・日テレフォーラム
・日本アカデミー賞授賞式
・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
・「ピクサー展」
（東京都現代美術館）開会式／関連企画
・福士蒼汰 Birthday Party
・フジテレビギャラリー
（コード・ブルー展／今夜はナゾトレ／ドラゴンボール超ギャラリー）
・
「北斎とジャポニスム」
（国立西洋美術館）記者発表／開会式
・ようこそ!!ワンガン夏祭り THE ODAIBA 2018
・読売演劇大賞
・読売書法展
・六本木アートナイト
・六本木ヒルズKIDʼS WORK SHOP

・THE W
・THE MUSIC DAY
・全日本歌唱力選手権「歌唱王」
・24時間テレビ 愛は地球を救う
・日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト」
・のどじまん THE ワールド！
□スポーツ進行／運営
・FIFAクラブワールドカップジャパン
・MotoGP 日本グランプリ
・NPB AWARDS
・Tリーグ開幕セレモニー
・World Baseball Classic オープニングセレモニー
・2018日米野球
・皇后杯全日本女子サッカー選手権大会
・侍ジャパン強化試合
・ジャイアンツ開幕戦オープニングセレモニー
・ジャイアンツ公式戦ファンサービスイベント
・ジャイアンツファンフェスタ／シーズンシートオーナー感謝祭
・全国高校サッカー選手権大会 式典進行
・体操競技選手権大会各種
・全日本フットサル選手権大会
・チアリーディング選手権大会各種
・日本スポーツ賞・日本パラスポーツ賞
・日米対抗ソフトボール
・箱根駅伝 大手町 Rest Space
□映画関連イベント進行運営（2018年日本公開日順）
・『シェイプ・オブ・ウォーター』試写会
・『ママレード・ボーイ』完成披露試写会
・『銀魂2 掟は破るためにこそある』完成披露試写会／初日舞台挨拶
・『検察側の罪人』2ショット舞台挨拶
・『ムタフカズ』完成披露試写会／初日舞台挨拶
・『ういらぶ。』ハロウィンパーティー＆「初恋の日」課外授業
・『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』
ジャパンプレミア／スペシャルファンナイト
・『シュガー・ラッシュ：オンライン』公開直前スペシャルイベント

■日本テレビ
・世界の果てまでイッテQ！
・天才！志村どうぶつ園
・NEWS ZERO
・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
・伊東家の食卓（1997年10月〜2007年3月）

■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〜

○不動産総合情報サービス企業・アットホーム(株)のグループ会社として、TV・ラジオの広告、イベント協賛のサポート、販促ツール制作などのプロモーション業務
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