
PORTFOLIO
【ADVERTISMENT】

ヤフー株式会社　ブランドパネル『BIGBANG10 THE CONCERT : 0.TO.10 -THE FINAL-
ヤフー株式会社　ブランドパネル　ゆず　『ゆずのみ』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　ゆず　『YUZU ARENA TOUR 2018 BIG YELL』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　斉藤和義　『KAZUYOSHI SAITO 25th ANNIVERSARY TOUR』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　JUJU　『ジュジュ苑スペシャル　スナック JUJU』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　USJ　『Yahoo ！貸切イベント』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　BTS　『THE WINGS TOUR』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　松田聖子　『コンサートツアー 2017』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　浜崎あゆみ　『Just the beginning -20- TOUR 2017』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　浜崎あゆみ　『ARENA TOUR 2018 Power of MUSIC 20th Anniversary』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　西野カナ　『Dome Tour 2017 Many Thanks』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　絢香『Acoustic Live Tour 2017-218 3-STAR RAW』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　avex　『a-nation 2017』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　avex　『a-nation 2018』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　ももクロ　『ももクロ　夏のバカ騒ぎ 2017』
ヤフー株式会社　ブランドパネル　サンフレッチェ広島 vs セレッソ大阪　『ICHIGAN WE FIGHT TOGETHER 2018』

【PROMOTION】

株式会社ディーシーティーエンタテインメント　『ドリカムワンダーランド 2015』特設サイト背景映像＆CG タイトル

ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　ゆず　『ゆずのみ』東京ドーム公演　ダイジェスト
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2013 ～ 2014 コメント
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　the GazzetE インタビュー
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　AU イベント　AI シークレットライブ＆コメント
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　吉川晃司コメント
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　ハナエコメント
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　超特急 コメント
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　DA PUMP コメント
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　ゆず コメント
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　MAX コメント
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　観月ありさ  コメント
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　絢香　10 周年インタビュー
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　聖飢魔ＩＩ ３０周年メンバーコメント
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　超特急 プロモーション
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　GAKU-MC アカリトライブ ライブ
ヤフー株式会社　Yahoo! 映像トピックス　JUON フリーライブライブ

ヤフー株式会社　Yahoo! ライブトーク　清木場俊介 インタビュー
ヤフー株式会社　Yahoo! ライブトーク　ORANGE RANGE 15 周年インタビュー
ヤフー株式会社　Yahoo! ライブトーク　Shiggy Jr.　インタビュー
ヤフー株式会社　Yahoo! ライブトーク　家入レオ　インタビュー
ヤフー株式会社　Yahoo! ライブトーク　ナオトインティライミ　インタビュー
ヤフー株式会社　Yahoo! ライブトーク　エレファントカシマシ 30 周年インタビュー

ヤフー株式会社　Yahoo! 募金　「Links for Good」　促進
ヤフー株式会社　Yahoo! クローズアップ　『デキる男学』『ちょいデキ男』　応援ガール
ヤフー株式会社　Android アプリ　「Chocotle」 販促



Panasonic 株式会社　PartsBeauty シリーズ　セールス
Panasonic 株式会社　ミニコテシリーズ　セールス
Panasonic 株式会社　マッサージソファ　セールス
クラシエホールディングス株式会社　『Naive』CM　店頭・WEB 用コンバート
クラシエホールディングス株式会社　『いち髪』CM 撮影風景
クラシエホールディングス株式会社　『肌美精』松井愛莉コメント
株式会社ダリヤ　『SALON de PRO』HowTo 動画 
株式会社住友化学　『STRONTEC』インフォマーシャル
株式会社住友化学園芸　『無虫空間 お外で虫よけ』WEB プロモーション
株式会社白元　『mixing Airdome』WEB プロモーション
株式会社 Promotion Plus　『ロゴ市』インフォマーシャル
株式会社アマナ　社内システム紹介
京セラ株式会社　工業用ドリル製品紹介映像
興和株式会社　『Q&P コンドロイザー』店頭プロモーション
楽天大学　『amana 画像編集入門講座』e ラーニング映像
株式会社アトコントロール　化粧品『ATGELEE』セールスプロモーション
学校運営機構株式会社　『東大ダイレクト』プロモーション
三井ダイレクト損害保険株式会社　自動車保険『ムジコロジー体操』
株式会社ジーモード　会社紹介
株式会社 Sony Music Artists　クラウドサービス『NEVAEH』プロモーション
株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン　スカパー！ CSR 向けガイダンス
株式会社やまとダイニング　WEB 販促
株式会社マネーパートナーズ　WEB プロモーション
株式会社レノアコーポレーション　WEB インタビュー
株式会社ファッションスタイリストジャパン　マジシャン 中 辰哉　書籍販促 PV 及び特典
株式会社アーティマージュ　ファミ・コンピ　プロモーション
株式会社アーティマージュ　続ファミ・コンピ　プロモーション
株式会社アーティマージュ　C-Love Fragrance -Crystal Emotion- プロモーション
株式会社アーティマージュ　C-Love Fragrance -Brilliant Voyage- プロモーション
株式会社アーティマージュ　C-Love Fragrance -Shiny Princess- プロモーション
株式会社アーティマージュ　SunsetBeach プロモーション
株式会社 TakeAction'　採用支援サービス紹介
株式会社 TakeAction'　クラウドサービス『AutoMotivation』プロモーション
株式会社 TakeAction'　社内 SNS サービス『THANKS GIFT』プロモーション

【ADOPT】

株式会社いえラブグループ　新卒採用
株式会社 TGK　内定式式典
株式会社藤光　ジリオングループ　新卒採用
株式会社藤光　ジリオングループ　セミナー
株式会社協商　キンググループ　新卒採用
株式会社ブルーヒルズ　新卒採用
株式会社リングス　新卒採用
株式会社 AJ ドリームクリエイト　新卒採用
株式会社 MARX　新卒採用
株式会社ギフト　新卒採用
株式会社コプロ・エンジニアード 新卒採用

【EVENT】

株式会社ユー・エス・ジェイ　『MINIONS RUN at ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』イベント
半崎美子　2014Tour Final In AKASAKA BLITZ オープニング他
DearLoving　LIVE
ミサキッズ　ダンスイベント ステージ
株式会社リクルートゼクシィ　社内イベント
株式会社コプロ・エンジニアード　アワード授賞式
株式会社フジテックス　アワード授賞式
株式会社リプライス　アワード授賞式
株式会社ヴィクセス　アワード授賞式
株式会社テイクアクション　アワード授賞式映像
株式会社 RISE グループ　アワード授賞式映像



【TV】

スカパー JSAT 株式会社　D-LITE『JAPAN DOME TOUR 2017 ~D-Day~』京セラドーム公演　中継タイトル一式
スカパー JSAT 株式会社　ゆず『ゆずのみ』福岡ドーム公演　中継タイトル一式
RSK 山陽放送　『JKT48 と申します。in 岡山』インドネシア放送用タイトル＆テロップ
日本海テレビ　『鳥取・徳島 愉快！痛快！妖怪二人旅』インドネシア放送用タイトル＆テロップ
新潟放送　『BSN 水曜見ナイト』インドネシア放送用タイトル＆テロップ
山口放送・鹿児島読売テレビ　『山口＆鹿児島 いしんの旅』インドネシア放送用タイトル＆テロップ
南海放送　『えひめ・いわて 17 文字の旅』インドネシア放送用タイトル＆テロップ
株式会社オンデーズ　TV・WEB CM 撮影監督

【CG】

au2011 春モデル　WEB プロモーション映像　3DCG パート
J リーグ清水エスパルス　プライド映像＆選手紹介映像　3DCG パート
倖田來未　2011 新曲 PV　GUI デザイン
TOYOTA 2011 上海モーターショー出展映像　2D・3DCG パート
Vidal Sasoon 販促プロモーション映像　3DCG パート
オペラ『トリスタンとイゾルデ』 背景映像　2DCG パート
株式会社東京ドーム　東京ドームシティ 『TENQ 』サイト CG パーツ
積水ホームテクノ株式会社　『楽浴楽座』販促映像３DCG アニメーション
株式会社 Motty ステーションロゴ 3DCG アニメーション
株式会社 フェイス ミュージックエンタテインメント SHISHAMO  『SHISHAMO 5 NO SPECIAL BOX』CG サンプル
BILLABONG JAPAN　販売店向け什器・POP 提案用デザイン
株式会社ワースワイル　バイク査定バイラル CM　2D・3DCG パート

【DESIGN】

株式会社アズインターナショナル　こだわルーム　店舗外内看板デザイン・ビジョンボードデザイン
株式会社福岡不動産　よかナビ　店舗看板デザイン
株式会社うちナビ　各種社内制作物デザイン
株式会社うちナビ　各種社内映像
エハラマサヒロ　お笑い LIVE ポスターデザイン

【AWARDS】

2016 年度小田原市 PR 動画コンテスト準グランプリ
2017 年度相模原青年会議所主催動画コンテスト『サガドゥ』グランプリ

※企業名順不同　


