
業務実績&今後の予定

※敬称略

2023年4月現在

参加可能な一部のイベント等を抜粋してご紹介しています。
古い現場順に掲載してますので最終ページが新しい現場です。

株式会社タレントブッキング
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業 務 実 績

ＳＢＳ静岡放送・静岡新聞社 関係各社
イベント・講演会・トークショー・番組の公開録音/録画/公開生放送/スタジオでの収録&生放送への

各種タレント/講師/文化人/各種アトラクション/キャラクターショーのブッキング及び制作業務

●SBS歌謡ベストテン(スタジオゲスト/公開生放送のゲストブッキング)
●各特別番組のゲストブッキング

●フェスタ静岡/駿府城夏祭り
安室奈美恵withスーパーモンキーズ バブルガムブラザーズ EAST END×YURI 高橋洋子 杏子 グレートチキンパワーズ.

長崎萌 森下純菜 フォークダンスDE成子坂 幹てつや 坂道コロコロ X-GUN Take2 男同志(江頭2:50) 松本ハウス

アニマル梯団 サービスパンダ スマイリーキクチ ノンキーズ BOOMER プリンプリン ジョーダンズ パイレーツ

MANZAI-C 東京BBDJ 他タレント手配及び、キャラクターショー全般

●ミス浜松まつりコンテスト ●ミス静岡まつりコンテスト ●もりもり2万人まつり ●大須賀町町祭り

●浜松秋祭り ●春野てんぐ祭り ●ミス・サンビーチコンテスト ●佐久間町敬老会イベント

●浜名地区労働福祉協議会講演会 ●松竹特別講演 ●水窪町死亡事故ゼロ記念イベント ●湖西海岸海開き
●細江スーパーカヌーアスロン ●森の石松祭り ●浜松商工会議所新社屋落成記念番組 ●小山町交通安全イベント

●交通安全放送〜四元中継 ●静岡浅間神社交通安全番組 ●御殿場ファミリーランド特番＆イベント

●ようこそ海臨丸清水へ…特番 ●青葉ミュージックスクエア ●掛川IC開通記念特番 ●静波海岸サマーフェスタ
●アミューズ豊田オープン記念番組 ●御殿場トラックフェスタ ●ホテル・アソシアターミナルホテルパーティー

●ジュビロ磐田ファン感謝デーｉｎつま恋 ●ニューイヤーハッピーステーションin浅羽町パディ

●ニューイヤーハッピーステーションin掛川城 ●花夢音はままつ ●伊豆アンディーランド公開生放送
●春野産業まつり ●富士市平安閣イベント ●沼津海人祭 ●湖西おいでん祭 ●引佐人形祭 ●秋のＳＢＳ祭り

●舞阪町祭り ●細江姫道中 ●全国お茶祭り特番 ●浜松東高校ものまね講演会 ●国民年金ライブ

●こども夢ワールド ●伊豆土肥海岸イベント ●ＳＢＳラジオフェスティバル・ミュージックグラフティー
●ラジカルモンスタースペシャルｉｎ遊園地パルパル ●御殿場ファミリーランド ジャブリンタウン体験隊イベント

●ドラマチック・ラジオキャラバン ●ラジオＥＸＰＯ２４時間生放送 ●竜洋町なぎの木会館 天下無敵の爆裂ライブ

●静岡焼津フィルコンサート ●フェスティバル豊田町 ●松坂屋・日本カメラショー ●建設省イベント・青葉公園公開
●三島素敵女性コンテスト ●国民年金特別番組 ●藤枝ライオンズクラブイベント ●ふれあい夢広場ｉｎあさば

●静清バイパス開通特番 ●静清信用金庫・高木虎之助ＣＭオール媒体キャスティング

●富士山グリーンキャンペーン生放送 ●親子づれあいチャレラン大会ｉｎ浜松 ●静岡県仏教婦人会・講演会
●ＳＢＳ静岡放送・静岡新聞グループ４５＆５５リクレーション大会ステージショー

●はままつ夢フェスタ ●ジュビロ磐田ファン感謝デーｉｎパルパル ●浜名湖開湖５００年祭 浜名湖フェスティバル

●長藤まつり熊野８００年祭ＳＢＳラジオ特番 ●萬有高脂血症シンポジウム ●沼津キラメッセ 移動編集局公開生放送
●ＳＢＳラジオ祭りチャレンジランキング ●技能五輪しずおか ●吉田町・小山城まつり

●女子アジアバスケットボール選手権大会 兼 シドニーオリンピック予選 ●伊東温泉競輪ファン感謝イベント

●相良町 郷土の日フェスティバル ●ＴＯＫＡＩインターネットプロバイダー２０００年ＣＭ「直瀬遙歩」
●アクトシティ５周年記念スーパーヒーローカーニバルｉｎアクト（企画制作） ●トムソーヤ倶楽部講演会

●ＳＢＳラジオ祭り ●静岡県広告協会パーティーアトラクション ●伊東市住宅イベント講演会

●伊豆長岡ポカポカウォーク＆コンサート ●浜松ガスビル・サーラ２０周年祭 ●佐鳴学院新聞広告対談キャスティング
●清水みなと祭りかっぽれ小町コンテスト ●温泉宿場町の賑わいづくり 伊豆長岡 ●ミス清水コンテスト清水港祭り

●ＳＢＳマイホームセンター静岡展示場 春のイベント ●しずおか緑・花・祭 ●プラタナスコンサート

●交通安全フェア ●日興證券投資セミナー講演会 ●第２１回全国豊かな海づくり大会（天皇皇后両陛下ご臨席）
●ツムラ漢方公開講座講演会 ●浜岡カントリーダイドードリンコカップ前夜祭 ●しずおか健康想像２１推進県民大会

●ＳＢＳマイホームセンター「住まい博フェア」アトラクション ●第３回富士市環境シンポジウム

●第３回全国障害者スポーツ大会（わかふじ大会エコパ会場ふれあい広場） ●ＳＢＳ納涼祭り
●中部電力ふれあい映画会
出演/ＫＡＢＡ.ちゃん（静岡・浜松）

●ＴＵＴＡＹＡペガサート新静岡店 オープン記念ＳＢＳラジオ特番
出演/熊田曜子

●天下無敵の爆裂ライブｉｎＳＢＳパフォーマンス広場 静岡市駿府公園 大道芸Ｗ杯関連
出演/タイムマシーン３号 上々軍団 タニザワトモフミ 他

●天下無敵の爆裂ライブｉｎ伊豆市 新天城ドーム
出演/原口あきまさ 前田健 ビックスモールン

●ＳＢＳラジオ公開録音
出演/根本はるみ他（静岡県浜松市宮竹町）

●天下無敵の爆裂ライブｉｎ冬の蛍

出演/さくらんぼブービー タイムマシーン３号 モジモジハンター

●住まい博（ＳＢＳマイホームセンター静岡展示場）

●健康づくりシンポジウム
出演/高瀬春菜

●イトーヨーカドー浜松駅前店専門店街イベント＆ラジオ
出演/山上兄弟

●ウルトラマンファンタジックライブｉｎ天竜 天竜市民ホール壬生
●イオン浜松志都呂ショッピングセンター

出演/山上兄弟
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●協和医療機器特別講演会
出演/室井佑月 (静岡/グランシップ)

●浜名湖サマーフェスティバル フラワーパーク/浜松青年会議所
出演/アンダーグラフ SANISAI 好色人種 seagulloop

●プルミエ倶楽部 発会式
出演/戸田恵子 (ホテルアソシア静岡ターミナル)

●秋のきらりクライマックスフェア
出演/室井佑月 (きらりタウン浜北)

●ハッピース!!プロジェクト子育て来楽部
出演/杉浦太陽 (静岡/ツインメッセ)

●エコパスポーツパーク2008
出演/ビックスモールン (袋井/エコパアリーナ)

●ふじのくに交通安全県民フェア
出演/勝俣州和 (静岡/ツインメッセ)

●ふじのくに交通安全県民フェアin天下無敵の爆裂ライブ
出演/どきどきキャンプ 田畑藤本 上々軍団

●富士市合併記念式典 記念講演会
出演/笑福亭仁鶴 (富士ロゼシアター)

●TOKAI SoftBank 春のキャンペーン CMとテレフォンインフォ
Na 永井一郎(声優)

●ルミソレ倶楽部 発会式

出演/室井佑月(ブケ東海 沼津)

●日本商工会議所青年部 第29回関東ブロック大会 静岡大会
出演/猪瀬直樹

●ＴＯＫＡＩもくせい会・安全協会講演会０３〜10 (ブケ東海)

●静岡競輪開設58周年記念 たちあおい賞争奪戦(GⅢ) 
出演/松崎しげるスペシャルライブ

●浜松医科大学 公開講座2011 出演/秋野暢子 アクトシティ浜松中ホール

●こどもみらいプロジェクトinエコパ ちびっこカラオケ選手権2012

出演/井上あずみ.ゆーゆ

●ふじのくに食品表示の歌「だって、気になるんだもん」CMキャスティング .曲制作.プレス等(静岡県)
出演/井上あずみ ゆーゆ

●公益財団法人 SBS静岡健康増進センター公開講座2013 (しずぎんホール ユーフォニア)
出演/ペギー葉山 堀エリカ 黒沢年雄 藤田弓子

●静岡新聞 ルミソレ倶楽部 2013 (沼津市)
出演/はるな愛

●しずモテStyle 夏コレTalk (浜松市)
出演/敦士

●浜松医科大学公開講座2014 主催/浜松医科大学 静岡新聞社・静岡放送
出演/夏木マリ 他

●静岡新聞 ルミソレ倶楽部2014 発会式
出演/東尾理子

●静岡がん検診啓発セミナー『輝け！あなたの女子力。』 ～健康美人が知っておきたい“がん”のあれこれ～
出演/杉山愛

●SBS静岡健康増進センター 公開講座2014 聞いてなるほど! いきいきライフ
出演/三屋裕子

●しずモテStyleイベント イオンモール浜松志都呂
出演/どぶろっく

●SBS静岡健康増進センター 公開講座2014 聞いてなるほど! いきいきライフ
出演/秋野暢子

●スミセイ さわやか介護セミナー (沼津 プラザヴェルデ/コンベンションホール)

出演/鎌田實

●ルミソレ倶楽部発会式(静岡新聞社/沼津市)
出演/LiLiCo

●SBS静岡健康増進センター公開講座2016 聞いてなるほど！いきいきライフ
出演/木の実ナナ

●すみせい さわやか介護セミナー(静岡県浜松市)
出演/太田光代

●家康公400年祭 駿府天下泰平まつり(静岡県静岡市 駿府公演)

出演/黒沢年雄 榎木孝明 ラサール石井 筧利夫 キャラクターショー タイ舞踊 など

ＳＢＳ静岡放送・静岡新聞社 関係各社
イベント・講演会・トークショー・番組の公開録音/録画/公開生放送/スタジオでの収録&生放送への

各種タレント/講師/文化人/各種アトラクション/キャラクターショーのブッキング及び制作業務
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●中部電力 コラム「竹内純子の聞き得!エネルギーの玉手箱」静岡新聞/アステン.ビブレ掲載

●暮らしの玉手箱セミナー
出演/竹内純子 (静岡市)

●SBS静岡健康増進センター公開講座2016 聞いてなるほど！いきいきライフ
出演/池畑慎之介

●SBS静岡健康増進センター公開講座2016 聞いてなるほど！いきいきライフ

出演/森末慎二

●ルミソレ倶楽部発会式(沼津市)
出演/戸田恵子

●ヤクルトプレゼンツ 静岡新聞健康講座(静岡県浜松市)
出演/佐伯チズ

●中部電力 コラム「竹内純子の聞き得!エネルギーの玉手箱」静岡新聞/アステン.ビブレ掲載
出演/竹内純子

●SBS静岡健康増進センター公開講座2017 聞いてなるほど！いきいきライフ

出演/石原良純

●ルミソレ倶楽部発会式(沼津市)
出演/薬丸裕英

●みしま子育て支援フェア (イトーヨーカドー三島店)
SBSテレビ「Soleいいね!」公開生放送
出演/いとうまゆ

●asten 暮らしの玉手箱セミナー

出演/竹内純子

●SBS静岡健康増進センター公開講座2018 聞いてなるほど！いきいきライフ
出演/未唯mie

●SBS静岡健康増進センター公開講座2018 聞いてなるほど！いきいきライフ
出演/東尾修

●ルミソレ倶楽部発会式(沼津市)
出演/東幹久

●みしま子育て支援フェア (イトーヨーカドー三島店) SBSテレビ「Soleいいね!」公開生放送

出演/井上あずみ

●みしま子育て支援フェア (イトーヨーカドー三島店) SBSテレビ「Soleいいね!」公開生放送
出演/いとうまゆ

●エネルギーシンポジウム in 静岡
出演/別所哲也 etc.

●静岡まつり大御所花見行列

2021年/第64回 加藤 諒 前川泰之 2020年/第64回 加藤 諒 前川泰之 コロナウィルスにより翌年に延期

2015年/第59回 西郷輝彦 松田悟志 2009年/第54回 筧 利夫 錦野 旦 2006年/第50回 大和田伸也 太川陽介

2005年/第49回 金子貴俊 加藤 茶 2001年/第45回 野村将希 あおい輝彦 1999年/第43回 藤岡 弘 羽賀研二

1997年/第41回 黒沢年男 榎本孝明

●SBS静岡健康増進センター講座2020 聞いてなるほど！いきいきライフ
出演/高橋英樹

●SBS静岡健康増進センター講座2020 聞いてなるほど！いきいきライフ
出演/河野景子

●SBSテレビ「お買い物いいね!」「soleいいね!」「静岡発そこ知り」制作協力

●SBSラジオ「ふくわうち」月間プレゼント 「しずおか市町対抗駅伝」協力
●夕陽日本一「西伊豆町」夕映えの響き 西伊豆町フェス!  (安城岬ふれあい公園)
出演/タケカワユキヒデ 他

●長泉町健康つくりイベント “毎日5分”スキマ体操 スキトレ (イベント/収録) 静岡県駿東郡長泉町
出演/原川愛 (NHKテレビ体操 NHKみんなの体操/現.弊社預かり)

●駿府城夏まつり「ナツゲキ」天下無敵の爆裂ライブ/企画制作
出演/きつね 東京ホテイソン ゾフィー あぁ〜しらき お見送り芸人しんいち など

●夕陽日本一「 西伊豆町」夕映えの響き 西伊豆町フェス!  (安城岬ふれあい公園)
出演/久宝留理子 りんごちゃん 新宿カウボーイ CRaNE 伊藤奈々子 他

●SBSマイホームセンタープレゼンツ もんどのGOGO!マイホームセンター 公開生放送 (静岡市袋井市)
出演/TIM

●静岡ブルーレヴス(ラクビー) ホスト開幕戦 ヤマハスタジアム
出演/小柳ゆき

●諸口神社祭典 SBSラジオ公開録音 (沼津市戸田)
出演/永井みゆき ななみなな

●燃えよ浜松まつり (テレビ特番)
出演/古賀シュウ Principal ※その他沢山の現場で御世話になっています。

ＳＢＳ静岡放送・静岡新聞社 関係各社
イベント・講演会・トークショー・番組の公開録音/録画/公開生放送/スタジオでの収録&生放送への

各種タレント/講師/文化人/各種アトラクション/キャラクターショーのブッキング及び制作業務
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静岡朝日テレビ
番組、イベント等へのタレントブッキングなど

●開局２０周年記念コンサート ＳＵＰＥＲ ＬＩＶＥ (東静岡駅周辺)
出演/SPEED Every Little Thing 知念里奈 鈴木紗理奈 Ｄ＆Ｄ

●Shimizu Port JAZZ Festival (清水港)
出演/MALTA カシオペア 原信夫とシャープス&フラッツ 国府弘子 伊藤君子

●ＳＡＴＶノンストップスペシャル 〜静岡朝日テレビ祭り〜

●新都市メッセ（東静岡駅建設予定地・主催静岡青年会議所）

●特番「開幕直前！ラグビーTOP LEAGUE」
出演/眞鍋かをり

●とびっきり!あさひテレビ祭りin浜名湖バルバル 東京ダイナマイト.お宮の松

テレビ静岡
番組、イベント等へのタレントブッキングなど

●まごころバザール

●浜松うなぎフェスタ
●おもちゃ博（浜松アリーナ）

●ガスビル・サーライベント

●三ヶ日ＭＴＢマウンテンバイク大会
●特番「天浜線横断ウルトラクイズ」

●プレビジョン’９１〜９３（タレントプロモーション/ゲスト担当）

●ミュージックマラソンｉｎ静岡
●特番「佐鳴湖・幻の巨大魚を見た！」

●メガネトップ提供天気予報

●特番「燃えよ浜松まつり」

静岡第一テレビ
番組、イベント等へのタレントブッキングなど

●ＪＡＮ・ＪＡＮサタデー
●Woming
出演/瀬戸朝香

●グルメ探検

●テクノインパラダイス

●２４時間テレビ愛は地球を救う

●特番ドラマ「パパはタクシードライバー」
●特番「イエローキャブ祭り」

●乙女のへそピアス
出演/坂本ちゃん

●寝ちゃだめＦガールズ「イエローキャブ祭り」番外編

●特番「燃えよ浜松まつり」

業 務 実 績

ヤマハフットボールクラブ（ジュビロ磐田）・ヤマハ・労働組合

●ホームゲーム時アトラクション
●ジュビロ夏祭り

●ジュビロ磐田限定 ベアブリック３０００体（企画制作）

●ヤマハ発動機労働組合ジャンボリー（磐田・袋井・磐田南・浜北）
●ジュビロ磐田ファン感謝デーinつま恋

●開幕戦タレント/パイレーツ

●ジュビロ磐田ファン感謝デーｉｎパルパル
●ヤマハ発動機サークル講演会

●ヤマハ発動機 全国販売店成績優秀者懇親会

●TV特番 開幕直前！ラグビーTOP LEAGUE ナビゲーター眞鍋かをり

●鹿児島デー

●ハラミちゃん メッセージ動画
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天下無敵の爆裂ライブ(弊社企画制作パッケージ)
旬なお笑いタレント.マジシャン、そしてアーティスト達が出演し全国で行われている伝説のライブ。

タイトルコール・出演者紹介出囃子等が本格的に制作されたライブです。

第01回 inブケ東海 (静岡県三島) 

第02回 inグランドホテル浜松 (静岡県浜松市) 

第03回 inパルシェ (静岡駅ビル)

第04回 in佐久間 (歴史と民話の郷会館/静岡県浜松市) 
第05回 inホテルコンコルド (静岡県浜松市)

第06回 inフェスタ静岡 (SBS静岡放送 静岡新聞社)

第07回 inバルシェ2 (静岡駅ビル)

第08回 inバルシェ3 (静岡駅ビル)

第09回 inフェスタ静岡2 (SBS静岡放送 静岡新聞社)

第10回 in浜製 (浜松市本田技研工業浜松製作所)

第11回 in駿府城夏祭り (SBS静岡放送 静岡新聞社)

第12回 in駿府城夏祭り2 (SBS静岡放送 静岡新聞社)

第13回 in常葉大学 (静岡県浜松市/現浜松大学)

第14回 in常葉大学2 (静岡県浜松市/現浜松大学)

第15回 in浜松大学3 (静岡県浜松市/現浜松大学)

第16回 in静大 (静岡県静岡市)

第17回 in浜松大学4  (静岡県静岡市)
第18回 in静大2 (静岡県浜松市)

第19回 in浜松大学5 (静岡県浜松市)
第20回 inショッキフェスタ (愛知県/豊田自動織機)

第21回 inショッキフェスタ2 (愛知県/豊田自動織機)

第22回 inサイクル (伊豆サイクルスポーツセンター)

第23回 inサイクル2 (伊豆サイクルスポーツセンター)

第24回 inサイクル3 (伊豆サイクルスポーツセンター)

第25回 inイオン (愛知県津市)

第26回 in浜名湖パルパル (静岡県浜松市) 

第27回 in浜名湖パルパル2 (静岡県浜松市) 
第28回 in岡崎 (愛知県/岡崎市民会館)

第29回 in浜名湖パルパル3 (静岡県浜松市)
第30回 in浜名湖パルパル4 (静岡県浜松市)
第31回 in稲荷祭 (名古屋市/住友軽金属)

第32回 in幸田 (愛知県/ハッピネス・ヒル・幸田)

第33回 in六ッ美 (愛知県岡崎市商工祭り)

第34回 inショッキフェスタ3 (愛知県/豊田自動織機)

第35回 inショッキフェスタ4 (愛知県/豊田自動織機)

第36回 in開成館 (静岡県浜松市/開成館高等学校・中学校文化祭)

第37回 in呉竹荘1 (静岡県浜松市)

第38回 in呉竹荘2 (静岡県浜松市)

第39回 in呉竹荘3 (静岡県浜松市)

第40回 inDENSO高棚 (愛知県) 

第41回 in豊田スタジアム (愛知県/総勢15組以上出演)

第42回 inSONY (愛知県額田郡幸田町)

第43回 in滋賀 (滋賀県立文化産業交流会館) 

第44回 in天竜2 (歴史と民話の郷会館/静岡県浜松市)

第45回 in高浜 (愛知県高浜市/市民会館) 

第46回 inSBSパフォーマンス広場 (静岡市/駿府公園 大道芸Wカップ関連) 

業 務 実 績
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第47回 in伊豆市 (静岡県伊豆の国市天城ドーム)

第48回 in幸田2 (愛知県/ハッピネス・ヒル・幸田)

第49回 in静大3 (静岡県静浜松市)

第50回 in静大祭2 (静岡県静岡市)

第51回 in豊橋（愛知県/豊橋市勤労福祉会館）

第52回 inはままつ冬の蛍フェスティバル (静岡県浜松市)

第53回 in爆裂忘年会（シークレット）

第54回 in磐田（静岡県/磐田市民文化会館）

第55回 inプラザアピア（静岡県静岡市）

第56回 inショッキフェスタ3 (愛知県/豊田自動織機)

第57回 inショッキフェスタ4 (愛知県/豊田自動織機)

第58回 in呉竹荘4 (静岡県浜松市)

第59回 in呉竹荘5 (静岡県浜松市)

第60回 in呉竹荘6 (静岡県浜松市)

第61回 in呉竹荘7 (静岡県浜松市)

第62回 in浜名湖 (静岡県浜松市/ボートレース浜名湖)

第63回 in矢厚会（全矢崎労組浜松/遠鉄ホテルエンパイア）

第64回 in天竜3 (歴史と民話の郷会館/静岡県浜松市)

第65回 in浜名湖自動車学校 (静岡県浜松市)

第66回 inサイクル4 (伊豆サイクルスポーツセンター)

第67回 in静大4 (静岡県浜松市)

第68回 inイオン浜松市野

第69回 inイオン浜松志都呂
第70回 inWARE HOUSE (東京都港区)

第71回 inホテルセントパレス倉吉 (鳥取県/天下無敵音源使用)

第72回 in浜名湖競2 (静岡県浜松市/ボートレース浜名湖)

第73回 inDoCoMo東海 (愛知県名古屋市)

第74回 inショッキフェスタ4 (愛知県/豊田自動織機)

第75回 inショッキフェスタ5 (愛知県/豊田自動織機)

第76回 in呉竹荘8 (静岡県浜松市)

第77回 in呉竹荘9 (静岡県浜松市)

第78回 in呉竹荘10 (静岡県浜松市)

第79回 in呉竹荘11 (静岡県浜松市)

第80回 in浜名湖3 (静岡県浜松市/ボートレース浜名湖)

第81回 in呉竹荘4 (静岡県浜松市)

第82回 in天竜4 (歴史と民話の郷会館/静岡県浜松市)

第83回 in浜名湖4 (静岡県浜松市/ボートレース浜名湖)

第84回 in三光会 (富士スピードウェイ)

第85回 in浜名湖5 (静岡県浜松市/ボートレース浜名湖)

第86回 in静大5 (静岡県浜松市)

第87回 in静大祭2 (静岡県静岡市)

第88回 in本田技研忘年会(浜松市)

第89回 inSTC忘年会(ホテルセンチュリー静岡) 

第90回 in浜名湖6 (静岡県浜松市/ボートレース浜名湖)

第91回 in浜松オート(音源使用)

第92回 in浜名湖7 (静岡県浜松市/ボートレース浜名湖)

第93回 in浜名湖8 (静岡県浜松市/ボートレース浜名湖)

第94回 in磐田グランドホテル
第95回 in浜松オート(音源使用)

第96回 inショッキフェスタ5 (愛知県/豊田自動織機)

第97回 in浜名湖パルパル5 (静岡県浜松市)

第98回 inアプリ (静岡県静岡市)

第99回 in浜名湖9 (静岡県浜松市/ボートレース浜名湖)

第100回 in浜製2 (浜松市/本田技研工業浜松製作所)

第101回 in浜名湖パルパル6 (静岡県浜松市)

天下無敵の爆裂ライブ(弊社企画制作パッケージ)
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第102回 in浜名湖自動車学校2 (静岡県浜松市)

第103回 in天竜5 (歴史と民話の郷会館/静岡県浜松市)

第104回 in浜松オート (静岡県浜松市)

第105回 in富士電機 (山梨県南アルプス市)

第106回 in静大6 (静岡県浜松市)

第107回 in静大祭3 (静岡県静岡市)

第108回 in鳳翔祭 (静岡県静岡市/静岡産業大学)

第109回 inイオンタウン富士南(音源使用)

第110回 inサンストリート浜北 NTTドコモ東海静岡支店 Presents PRイベント サンストリート浜北

第111回 in浜松フォルテホール NTTドコモ東海静岡支店 Presents (過去最高20組出演)

第112回 inショッキフェスタ6(愛知県/豊田自動織機) ※主催者の諸事情により中止

第113回 in浜松オート2

第114回 in浜松オート2
第115回 in KTS 12 (静岡県浜松市 呉竹荘)

第116回 in KTS 13 (静岡県浜松市 呉竹荘)

第117回 in KTS 14 (静岡県浜松市 呉竹荘)

第118回 in浜名湖10 (静岡県浜松市/ボートレース浜名湖)

第119回 in浜名湖11 (静岡県浜松市/ボートレース浜名湖)

第120回 in浜名湖12 (静岡県浜松市/ボートレース浜名湖)

第121回 in浜名湖自動車学校3 (静岡県浜松市)

第122回 in浜松オート3 (静岡県浜松市)

第123回 inエコパ (静岡県袋井市)

第124回 inエコパ (静岡県袋井市)

第125回 inふじのくに交通安全県民フェア (静岡県静岡市)

第126回 in鳳翔祭2 (静岡県静岡市/静岡産業大学)

第127回 in浜名湖13 (静岡県 ボートレース浜名湖)

第128回 By ドコモ (愛知県豊田市)

第129回 By ドコモ (愛知県岡崎市)

第130回 in浜名湖14 (静岡県 ボートレース浜名湖)

第131回 inミュージコ (静岡県焼津市大井川町)

第132回 in浜松オートレース場5 (静岡県浜松市)

第133回 inピエリ守山 (滋賀県)

第134回 inピエリ守山2 (滋賀県/音源使用)

第135回 in浜松オートレース場6
第136回 キャタラー納涼祭 (掛川市/音源使用)

第137回 静岡競輪場 (静岡県静岡市/音源使用)

第138回 静岡競輪場2 (静岡県静岡市/音源使用)

第139回 in24時間テレビ テレビ宮崎 (音源使用)

第140回 inみやざき青島国際ビールまつり (音源使用)

第141回 in24時間テレビ テレビ宮崎 (音源使用)

第142回 inイオンモール宮崎 (音源使用)

第143回 inみやざき青島国際ビールまつり2 (音源使用)

第144回 辻希美スペシャルトークショー (滋賀県/音源使用)

第145回 inビエリ守山3 (滋賀県)

第146回 in海栄館 鯱亭 (愛知県南知多/音源使用)

第147回 in海栄館 鯱亭 (愛知県南知多/音源使用)

第148回 inミュージコ2

第149回 inビエリ守山3 (滋賀県)

第150回 in福山(広島県)

第151回 inピエリ守山4 番外編(滋賀県)

第152回 in前橋競輪 (群馬県)

第153回 in KTS15 (静岡県浜松市/呉竹荘)

第154回 in KTS16 (静岡県浜松市/呉竹荘)

第155回 inキャタラー2 (静岡県掛川市)

第156回 in福山 アニメ・特撮の巻 (福山県福山市)

天下無敵の爆裂ライブ(弊社企画制作パッケージ)
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第157回 in浜名湖15 (静岡県 ボートレース浜名湖)

第158回 in掛川グランドホテル (静岡県掛川市)

第159回 in掛川グランドホテル2 (静岡県掛川市)

第160回 中部電力 御前崎市文化会館 チャリティーライブ
第161回 inメイワン (浜松駅ビル)

第162回 inメイワン2 (浜松駅ビル)

第163回 inメイワン3 (浜松駅ビル)

第164回 がんばれ東北! かんばれ日本! (浜松駅ビル)

第165回 がんばれ東北! かんばれ日本! (浜松駅ビル)

第166回 inピオニウォーク東松山 (埼玉県)

第167回 in浜製3 (ホンダ技研浜松製作所)

第168回 in津田学園 (三重県桑名市)

第169回 in静大祭4 (静岡県静岡市)

第170回 inイオンモール木曽川 (愛知県)

第171回 in掛川グランドホテル3 (静岡県掛川市)

第172回 in掛川グランドホテル4 (静岡県掛川市)

第173回 inプレ葉ウォーク浜北 (静岡県浜北区)

第174回 inキャタラー3 (静岡県掛川市)

第175回 inFTS (愛知県豊田市)

第176回 inBIGフェスティバル (愛知県名古屋市)

第177回 inイオンモール土浦 (茨城県土浦市)

第178回 in蒼樹祭2 (産業大学 磐田キャンパス)

第179回 inあぐりフェスタ (静岡市清水区)

第180回 in浜名湖16 (静岡県 ボートレース浜名湖)

第181回 inイオンモール土浦 (茨城県土浦市) 

第182回 inイオンモール下妻 (茨城県下妻市)

第183回 inイオンモール富士宮 (静岡県富士宮市)

第184回 inイオンモール土浦 (茨城県土浦市)

第185回 in KTS 17 (静岡県浜松市/呉竹荘)

第186回 in KTS 18 (静岡県浜松市/呉竹荘)

第187回 inイオンモール土浦 (茨城県土浦市)

第188回 inTOC building Summer Festival (東京都品川区五反田)

第189回 in大磯ロングビーチ (神奈川県/音源使用)

第190回 in土浦キララまつり (茨城県土浦市/音源使用)

第191回 inプレ葉ウォーク浜北2 (静岡県浜松市) 

第192回 inイオンタウン富士南2 (静岡県富士宮市)

第193回 in神戸製鋼祭り (神奈川県秦野市/音源使用)

第194回 in新日本ウエックス夏祭り (愛知県名古屋市)

第195回 inふるさと産業まつり (北海道 清里/音源使用)

第196回 in稲沢まつり (愛知県稲沢市)

第197回 in稲沢まつり2 (愛知県稲沢市)

第198回 inデンパーク (愛知県安城市)

第199回 in遠州鉄道創立70周年オーナーズ感謝祭 (静岡県浜松市)

第200回 inアル・プラザ鶴見 (岐阜県大垣市)
第201回 in三重県フェア (イオンモール幕張新都心/音源使用)

第202回 in三重県フェア (イオンモール幕張新都心/音源使用)

第203回 inTOMOEGAWA (静岡市/巴川製紙所100周年イベント)

第204回 in三菱電機 (静岡県静岡市/三菱電機60周年)

第205回 iin小平町産業まつり (北海道/音源使用)

第206回 inイオンモール土浦 (茨城県土浦市/音源使用)

第207回 inしずモテStyle (イオンモール浜松志都呂/音源使用)

第208回 in稲沢まつり3 (愛知県稲沢市)

第209回 in稲沢まつり4 (愛知県稲沢市)

第210回 in港南台バーズ (神奈川県横浜市/音源使用) 

第211回 in蒼樹際3 (静岡産業大学 磐田キャンパス)

第212回 inイオンモール東員 (三重県員弁郡)

天下無敵の爆裂ライブ(弊社企画制作パッケージ)
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第213回 inイオンモール東員 (三重県員弁郡)

第214回 inイオンモール東員2 (三重県員弁郡)

第215回 inイオンモール東員3 (三重県員弁郡)

第216回 in浜名湖17 (静岡県 ボートレース浜名湖)

第217回 in坂の上ファミリークリニック (静岡県浜松市 音源使用)

第218回 in蒼樹際4 (静岡産業大学 磐田キャンパス)

第219回 inサンストリート浜北 (静岡県浜北区)

第220回 inゆめシティ (山口県下関市)

第221回 in浜岡原子力館 (静岡県御前崎市/音源使用)

第222回 in浜名湖18 (静岡県 ボートレース浜名湖)

第223回 in旭川冬まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)

第224回 in浜岡原子力館2 (静岡県御前崎市/音源使用)

第225回 in安城産業文化公園 デンパーク2 (愛知県安城市)

第226回 inつべつ夏まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)

第227回 in北竜町ひまわりまつり (北海道 雨竜郡北竜町 HBCラジオ公録/音源使用)

第228回 in安城産業文化公園 デンパーク3 (愛知県安城市)

第229回 in蒼樹際5 (静岡産業大学 磐田キャンパス)

第230回 inJA児湯 (宮崎県)

第231回 in浜岡原子力館3 (静岡県御前崎市/音源使用)

第232回 inネッツトヨタ北見 (北海道.音源使用)

第234回 in旭川冬まつり2 (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)

第235回 inもんべつ流氷まつり (北海道 音源使用)

第236回 in安城産業文化公園 デンパーク4 (愛知県安城市)

第237回 in安城産業文化公園 デンパーク5 (愛知県安城市)

第238回 in安城産業文化公園 デンパーク6 (愛知県安城市)

第239回 in安城産業文化公園 デンパーク7 (愛知県安城市)

第240回 in日本化薬ふれあい祭 (群馬県高崎市/音源使用)

第241回 inダスキンレントオール 式典 (茨城県神栖市/音源使用)

第242回 inユートピアカワムラ ジャンボまつり (北海道)

第243回 inつべつ夏まつり2 (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)

第244回 in浜名湖19 (静岡県 ボートレース浜名湖)

第245回 in清里ふるさと産業まつり (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)

第246回 in安城産業文化公園 デンパーク8 (愛知県安城市)

第247回 in前橋競輪 (群馬県前橋市/音源使用)

第248回 in浜岡原子力館4 (静岡県御前崎市/音源使用)

第249回 inフォレオ大津一里山 (滋賀県)

第250回 in安城産業文化公園 デンパーク9 (愛知県安城市)

第251回 in蒼樹際6 (産業大学 磐田キャンパス)

第252回 inフォレオ大津一里山2 (滋賀県)

第253回 inネッットヨタ北見2 (北海道)

第254回 inネッットヨタ北見3 (北海道)

第255回 inアスクゲート (北海道)

第256回 in旭川冬まつり3 (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)

第257回 inもんべつ流氷まつり2 (北海道)

第258回 in安城産業文化公園 デンパーク10 (愛知県安城市)

第259回 in安城産業文化公園 デンパーク11 (愛知県安城市)

第260回 in安城産業文化公園 デンパーク12 (愛知県安城市)

第261回 in浜岡原子力館5 (静岡県御前崎市/音源使用)

第262回 inフォレオ大津一里山3 (滋賀県)

第263回 inなみえ夏まつり (福島県浪江町/音源使用) 

第264回 in浜岡原子力館6 (静岡県御前崎市/音源使用)

第265回 in清里ふるさと産業まつり2 (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)

第266回 inなみえ音楽祭 (福島県浪江町/音源使用)

第267回 inええじゃないか豊橋まつり (愛知県豊橋市/音源使用)

第268回 in蒼樹際7 (静岡産業大学 磐田キャンパス)

第269回 inヒルズウォーク徳重 (愛知県名古屋市)

天下無敵の爆裂ライブ(弊社企画制作パッケージ)
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第270回 in浜岡原子力館7 (静岡県御前崎市/音源使用)

第271回 inネッツトヨタ北見4 (北海道)

第272回 inネッツトヨタ北見5 (北海道)

第273回 inアスクゲート新年会2 (北海道)
第274回 in旭川冬まつり4 (北海道 HBCラジオ公開録音 音源使用)

第275回 inもんべつ流氷まつり2 (北海道 HBCラジオ公開録音 音源使用)

第276回 inつべつ夏まつり3 (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)

第277回 inなみえ夏まつり2 (福島県浪江町)

第278回 inもとみや (福島県本宮市)

第279回 in浜岡原子力館8 (静岡県御前崎市/音源使用)

第280回 in24時間テレビ レイクタウン kaze (埼玉県)

第281回 inイオン北見 (北海道)

第282回 in清里ふるさと産業まつり3 (北海道 HBCラジオ公録/音源使用)
第283回 inスバル感謝祭 (群馬県/音源使用)

第284回 inアイモール三好 (愛知県)

第285回 inグランドホテル浜松 (企業周年祝賀パーティー/音源使用)

第286回 inびわこ大津プリンスホテル (音源使用)

第287回 inネッツトヨタ北見6 (北海道/音源使用)

第288回 inネッツトヨタ北見7 (北海道/音源使用)

第289回 inイオンレイクタウン kaze (埼玉県/音源使用)

第290回 inアスクゲート新年会3 (北海道/音源使用)

第291回 in旭川冬まつり5 (北海道 HBCラジオ公開録音 音源使用)

第292回 inもんべつ流氷まつり3 (北海道/音源使用)
第293回 inサントムーン柿田川 (静岡県駿東郡)コロナで中止

第294回 inサントムーン柿田川2 (静岡県駿東郡/音源使用)コロナで中止

第295回 inイオンモール銚子 (千葉県) コロナで中止

第296回 in浜岡原子力館9 (音源使用/静岡県御前崎市)

第297回 in蒼樹際8 (産業大学 磐田キャンパス/静岡県磐田市)

第298回 in某企業忘年会 (磐田グランドホテル)

第299回 inアスクゲート新年会3 (北海道/音源使用)

第300回 inボートレース浜名湖20 (静岡県浜松市/音源使用)

第301回 in企業パーティ (静岡県浜松市/音源使用)コロナで中止

第302回 in駿府城夏まつり「ナツゲキ」(静岡県静岡市)

第303回 in駿府城夏まつり「ナツゲキ」2 (静岡県静岡市)

第304回 inFTSⅡ (愛知県 豊田スタジアム)

第305回 in本宮2 (福島県本宮市/音源使用)

第306回 inなゆた・浜北 (静岡県浜松市)

第307回 in四日市けいりん (三重県四日市市)

第308回 in静岡けいりん (静岡県静岡市/音源使用)

第309回 inなみえ4 (福島県浪江町)

第310回 inLUCKY FESTA (静岡県駿東郡/サントムーン柿田川)

第311回 inエクシヴ軽井沢 (音源使用)

※312回.313回と水面下で企画中です

天下無敵の爆裂ライブ(弊社企画制作パッケージ)
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過去に出演したお笑いの方々/今後出演される方々

テツandトモ はなわ 原口あきまさ ドランクドラゴン パペットマペット ダンディ坂野 ホリ

長井秀和 飛石連休 カンニング ビックスモールン.いつもここから 波田陽区 マイケル コア

モジモジハンター 北京ゲンジ 東京ダイナマイト インスタントジョンソン 号泣 江戸むらさき

アンガールズ .坂道コロンブス カンカラ 三拍子 こんちはる ミニミニ長渕 前田健 K2.上々軍団

タイムマシーン3号 火災報知器 エレキコミック 神奈月 さんらんぼブービー マギー審司 磁石

あさりど 関塚裕二(あいのり関) つぶやきシロー 東京ビンゴビンゴダイナマイトジャパン

デンジャラス BOOMER ブカブカ 爆笑問題 村田渚 アニマル梯団 スマイリーキクチ U-turn

ノンキーズ フォークダンスDE成子坂 男同志(江頭2:50) 松本ハウス X-GUN TaKe2 スピードワゴン

パイレーツ アリtoキリギリス プリンプリン ジョーダンズ 幹てつや 極楽とんぼ 坂道コロコロ

山上兄弟 樹根 因幡晃 猫ひろし 長州小力 まちゃまちゃ 南野やじ サービスパンダ MANZAI-C

小梅太夫 桜塚やっくん サブングル ヒライケンジ ライス兄弟 風籐松原 城咲仁 どーよ ですよ。

ZOXYDOLL 瞬間メタル コージー冨田 水木一郎 ハマカーン にしおかすみこ キャン×キャン

どきどきキャンプ 我が家 ダンシング谷村 ミラクルひかる HEY!たくちゃん アントキの猪木

イシバシハザマ えんにち KICK☆ くまだまさし コンマニセンチ じゅんご 末高斗夢 ランチランチ

タカダ・コーポレーション 弾丸ジャッキー 永井佑一郎 POISON GIRL BAND マシンガンズ

ザ・たっち キムコ ジョイマン オードリー ヒデヨシ 田畑藤本 鼠先輩 スリムクラブ TAIGA

トレンディエンジェル ナイツ 5GAP みっちー もう中学生 U字工事 ゆってぃ ヴィンテージ

麦芽 渡辺直美 ダイノジ COWCOW フォーリンラブ 狩野英孝 キングオブコメディ ゴー☆ジャス

辻希美 里田まい 赤いプルトニウム 鳥居みゆき 勝俣州和 姫ちゃん ２丁拳銃 ものいい ずん

堀江美都子 串田アキラ サイキックラバー ツートン青木 青木隆治 いとうあさこ マリア 中森あきない

アキリーヌ たっつぅん セニョール玉置 サイクロンZ BBゴロー アナログタロウ ユリオカ超特Q くじら

エスパー伊東 アンドーひであき JUNKO AKBPOID 虎あげは。。小泉エリ 八幡カオル トラッシュスター

アンバランス マーナ どぶろっく 日本エレキテル連合 小出真保 じゅんいちダビットソン きくりん 山本高広

ニッチェ ずん 永野 シオマリアッチ ジャガーズ サンシャイン池崎 マービンJr. カミナリ ニルベース斎藤

パーマ大佐 ANZEN漫才 ブルゾンちえみwithB バッドナイス常田 お見送り芸人しんいち 中村涼子

アイデンティティ メイプル超合金 かもめんたる ハライチ にゃんこスター 東京ホテイソン 新宿カウボーイ

平野ノラ サンドウィッチマン 如月琉 夢屋まさる 脳みそ夫 お侍ちゃん Mrシャチホコ りんごちゃん

きつね ティモンディ ランジャタイ ゾフィー ZAZY エルフ あぁ〜しらき ストレッチーズ ぬまんづ

トム・ブラウン レッッゴーよしまさ 他多数

今後の展開は!?

時代の流れにも乗りながらお笑いは勿論 俳優さん マジック 歌 アニソン&特撮ソング 声優
ものまね&そっくりさん 他色々なパターンをご要望により企画制作致します。
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業 務 実 績

その他イベント
●遊び天国

●静岡祭りパレード

●Ｆ３０００アートビューティーレーシングチーム レースクィーン
●新静岡センターゴールデンウィーク

●浜松ホトニクス・光友会夏祭り

●浜松住宅フェア

●ＷＡＶＥ２０００ ミュージックマラソンｉｎ静岡＆前夜祭
出演/忍者 ribbon 早坂好恵 横山知枝 クレア 高橋由美子 わたる哲兵 生島ヒロシ 杉田かおる ケントギルバート

長嶋茂雄（声での出演）他出演

●磐田バーンビレッジイベント

●名古屋パキラスイベント

●ＣＨＵ ＳＥＮゆかた祭り/浜松ゆかた発表会
●豊橋市・日東電工イベント

●袋井さんロード夜店祭り

●森町お祭り商店街夏祭り
●浜松市人形供養祭

●浜松商工会議所イベント

●浜松急送・社屋落成パーティー
●札幌カイカンキャンペーン

●山梨わくわく元気祭り

●浜松市・名古屋市消防家族慰安イベント

●パルコイベント

●ＷＡＶＥ２０００夢ライブｉｎ関西＆名古屋大学
出演/ＳＭＡＰ 長嶋茂雄 カールルイス 辰吉丈一郎 板東英二 池野めだか 西川のりお 間寛平 池谷幸雄 他多数

●韓国とのふれあいディナーショー

●ブリジストン家族慰安イベント

●浜松マハラジャクリスマスパーティー
●山川豊ファンの集い（浜名湖・熱海）

●袋井可垂齋ゆりの里撮影会

●甲府・増穂まつりステージショー
●スズキ自動車夏祭り（プロダクションサイド協力）

●大阪ぐわんばれフェスティバル

●村上開明堂夏祭り
●新横浜駅まつり

●日本あやとり選手権大会

●制服向上委員会・日比谷野音コンサート（制作協力）

●シンクス新作発表会＆展示会

●フェスタ浜名湖（競艇場）

●ＣＢＳソニー忘年会
●焼津かつお祭り

●藤枝市制４０周年記念イベント

●静岡県立短期大学・学園祭
●藤枝ＪＣ 生島ヒロシ講演会

●静岡駅ビルパルシェ イベント

出演/猿岩石 男同志（江頭２：５０＆コンタキンテ）Ｋ２（勝又＆堀部）爆笑問題 アニマル梯団 極楽とんぼ

各種キャラクターショー

●春日井ハウジングセンター１５周年イベント

●島田市産業祭
●出雲殿イベント

●引佐伊平森林祭り

●三菱電機・春らんまんイベント

●御殿場キリンシーグラムイベント

●静岡ツインメッセオープニングイベント

●制服向上委員会静岡コンサート（制作協力)
●観月ありさコンサート（制作協力）

●水野あおいコンサート（制作協力）

●グループサウンズ大集合（制作協力）
●大分空港フェスティバル

●藤枝ＪＣ・Ｆ’Ｓフェスティバル（企画制作）

●長野工業高校学園祭
●長野よませスキー場選手権大会

●豊橋市シロキ工業夏祭り

●ＮＴＮ東洋ベアリング夏祭り
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その他イベント

●静岡市環境フェア ●静岡ガス・ガス展 ●湖西市アスモＡＳＰＯ ●Ｏ-ＣＨＡフェアしずおか
●伊豆戸田村 山海フェア ●静岡産業大学 蒼樹祭 ●志摩ガスふれあい感謝祭

●焼津信用金庫まるせいはなまる倶楽部夏休み子供まつり ●沼津夏祭り 前夜祭

●東京ビックサイトＷＣＣ１０ワールドキャラクターコンベンション ●伊東温泉競輪ファン感謝イベント
●回春楼アトラクション ●富士市ＭＡＸ ＰＯＷＥＲイベント ●長野県飯田用語施設慰問コンサート

●森下純菜 静岡キャンペーン ●ブケ東海・三島トーク＆ディナーショー ●豊橋パブスナックアトラクション

●天下無敵の爆裂ライブinグランドホテル浜松 ●ソニー浜松クリスマスパーティー
●グランドホテル浜松ＤＩＳＣＯパーティー（企画制作） ●天下無敵の爆裂ライブｉｎコンコルド浜松（企画制作）

●愛知県小牧市アピア・ピアーレ桃花台タレント ●山梨県南巨摩群富沢町・さつきまつり

●神奈川県藤沢市 安田生命パーティー ●弁天島・開春楼宴会ゲスト ●福井県敦賀市観光物産フェア
●掛川市出雲殿ロータリークラブパーティー ●長野県ＳＯＮＹクリスマスパーティー

●浜松アマノ天協会パーティー ●御殿場高原ホテル・バイキングステージショー

●グランドホテル浜松メモリアルインデックス（企画制作） ●グランドホテル浜松正月イベント（企画制作）

●グランドホテル浜松 懐かしのキャラクター夢王国（企画制作） ●直瀬遙歩ファースト写真集発売キャンペーン
●ろうきん住宅フェスティバル キラメッセ沼津 ●信州御岳の里フェスティバル ●静岡市ミサワホームイベント

●伊豆高原やまもプラザトワイライトカーニバル ●愛知県アピタ大口店新春パフォーマンス
●伊豆高原やまもプラザ新春イベント ●静岡エネルギーシンポジウム メディアシティ

●前橋競輪５０周年ありがとうフェア（企画制作） ●藤枝青年会議所月例会アトラクション

●伊豆高原やまもプラザクリスマスイベント ●天竜ショッピングセンター新春アトラクション
●埼玉ダイハツ幹部交流感謝の夕べ・パーティーゲスト ●ヤマハ発動機 全国販売店成績優秀者懇親会

●ＦＭ富士ちびっ子スキー＆スノボー教室 ●福島県郡山市ヨークベニマル新入社員入社式記念講演会

●アピタ浜北オープニングイベント ●浜名湖競艇マリンフェスタ（企画制作） ●富士まつり
●リズム夏祭り ●愛知県一宮競輪場「市制８０周年わんぱくカーニバル」

●日本青年会議所（東海４県９２団体) 東海フォーラム ●温泉宿場町の賑わいづくり

●もーっと！おジャ魔女どれみミュージカルショー 浜松・静岡公演
●山梨フルーツパークイベント ●遠鉄ホール・大塚製薬健康セミナーアトラクション

●第９回地域伝統芸能全国フェスティバル ●フラワーパーク巨大昆虫びっくりランド（運営協力）

●岐阜市科学館 夢と遊びのワンダーランド（運営協力） ●遠鉄ホテルエンパイアアトラクション

●浜松市将監町青年会納涼祭 ●Disney On Ice（運営協力） ●宮崎ＪＡ児湯ふれあい農業祭り

●ホテルセンチュリー静岡・静岡ＪＣクリスマスパーティー ●Melody&瀬戸朝香 静岡県内プロモート

●アイドルスプリングカーニバル ●叶姉妹ディナーショー（制作協力）●なぶら市場新春イベント
●浜名湖遊園地パルパルカウントダウン（企画制作） ●浜岡原子力館 こどもの日イベント

●浜松名鉄ホテルパーティーアトラクション ●遠鉄ホテルエンパイア スプリングカーニバル ものまね紅白歌合戦

●アピタ島田 春のイベント ●アピタ浜北オープニングイベント ●パチンコ「ＴＡＩＨＯ］ＣＭキャスティング
●福田町 昭和組こども会アトラクション ●呉竹荘 文喜会アトラクション ●浜名湖競艇Ｇ１浜名湖賞

●春のさくらまつり＆オランダチューリップフェスタinフラワーパーク ●沼津サマーガーデン 狩野川河川敷

●のるぞ〜Ｆ ＰＲＥＳＥＮＴＳ ディーラー合同中古車展示会ｉｎ産展 ●一宮競輪 わんぱくカーニバル（企画制作）
●松下電池工業湖西工業夏祭り ●三島ビューティータウン １０周年記念フェア

●北海道 札幌読売新聞社パーティーアトラクション ●藤枝市 ホンダプリモファミリーオープンフェア

●暴力追放＆交通安全住民大会（舞阪町・雄踏町・新居町合同） ●アピタ大仁 秋のイベント
●金屋町「健康の日」制定記念行事「42.195kmリレーマラソン日本一？目指そう!!大会」

●グランドホテル浜松ディナーショー ●アピタ島田 秋のイベント ●ジョイスクエアインハママツ イベント

●北福島医療センター講演会 ●ＣＰ県央テラス 忘年パーティー ●滋賀県大津市クリスマスディナーショー

●栃木県青年会議所クリスマスパーティー ●スーパー銭湯極楽湯クリスマスイベント ●ブライダルフェスタinサーラ

●厚着商業高校同窓会３０周年記念パーティー ●全県虹のまつりコープフェスタ ●引佐郡三ヶ日町交通安全イベント

●磐田グランドホテル ブライダルイベント ●浜名湖競艇Ｇ１東海地区選手権競争 ●中部電力・掛川講演会
●藤枝青年会議所パーティー アトラクション ●ろうきん弥生会住宅フェスティバル ●富士浅間神社大祭

●映画「Touch a Dream 夢追いかけて浜名湖→学び座」制作協力
出演/河合純一 三浦友和 田中好子 北見敏之 船越栄一郎 江藤 潤勝地涼 他

●4IDOL SUPER LIVE 68 池袋 ●三ヶ日高校学園祭 ●山崎製パン安城工場 社員旅行アトラクション（延べ４日間）

●浜商OB・OGまつり ●中部電力謝恩コンサート MALTA 岡崎市民文化会館（企画制作）

●西浦温泉銀波荘・ものまねライブ ●浜名部品工業夏祭り ●浜松 ユタカ技研UG夏祭り
●浜名湖競艇 オーシャンフェスティバル（企画制作） ●福井県 関西電力高浜発電所納涼盆踊り大会

●伊豆修善寺サイクルスポーツセンター 天下無敵の爆裂ライブ（企画制作）
出演/ダンディ坂野 テツandトモ カンニング 飛石連休

●企業セミナーアトラクション 遠鉄ホテルエンパイア ●愛知県新城市 瀧神社祭礼余興

●静岡県裾野市 二本松浅間神社礼祭 ●ブケ東海静岡講演会 ●ジャスコ富士宮アトラクション

●遠州鉄道60周年ありがとう60th感謝祭 浜名湖パルパル（企画制作） ●日星電気パーティー

●浜松大学キトルス祭 旧・常葉学園浜松大学（企画制作） ●新静岡センターテナントオーナー講演会

●ダスキン栃木・あいあいくらぶ
出演/テツandトモ 古今邸八朝
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その他イベント
●第3回全国障害者スポーツ大会 わかふじ大会エコパ会場ふれあい広場

●名古屋芳裳会きものクリスマスパーティー ●第3回富士市環境シンポジウム ●静岡JCクリスマスパーティー
●スズキ自動車労連クリスマス＆さよならパーティー ●神戸西神オリエントホテル ブライダルトークショー

●名古屋ニュークィーンクリスマスパーティー 美麗祭 ●アピタ島田店アトラクション ●JA三ヶ日イベント

●三重県イオン津南ショッピングセンター 天下無敵の爆裂ライブ (企画制作)
出演/エレキコミック タイムマシーン３号

●爆笑ライブ 浜松フォルテホール
出演/はなわ エレキコミック 前田健 どーよ（事務所協力）

●浜名湖競艇 浜名湖賞
出演/魔裟斗

●磐田郡豊田町ムトウのランドセル説明会 イベント
●東京ベイホテル東急 ダスキン南関東感謝の集い
出演/テツandトモ

●蒲原ライオンズクラブ CN40周年記念「親子で学ぼう交通ルール」

●天下無敵の爆裂ライブｉｎ岡崎（企画制作）
出演/テツandトモ 前田健 長井秀和 カンニング

●浜名湖遊園地パルパル春休みイベント 天下無敵の爆裂ライブ 4日間開催（企画制作）
出演/タイムマシーン３号 インスタントジョンソン 飛石連休 カンニング

●春野さくらまつり＆オランダチューリップフェア（30日間）

●住友金属 稲荷祭 愛知県名古屋市 天下無敵の爆裂ライブ(企画制作)
出演/ドランクドラゴン スマイリーキクチ 超星神グランセイザー

●ネッツトヨタ春の大展示会 アクトシティ浜松展示イベントホール

●愛知県岡崎市 六ッ美商工祭り 天下無敵の爆裂ライブ(企画制作)
出演/ダンディ坂野 髭男爵

●焼津イオンショッピングセンターアトラクション ●島田アピタアトラクション

●浜岡原子力館〜元気発見！浜岡原子力館〜「ちびっこ大集ＧＯ!!」（企画制作）
●長泉町わくわく祭り（駿東郡長泉町）

●浜松開誠館高等学校学園祭 天下無敵の爆裂ライブ(企画制作)
出演/前田健.タイムマシーン３号

●引佐ほうずき市 ●御前崎みなと祭り ●宮崎県宮崎市2004AOSHIMAサマーフェスティバル

●DENSO高棚夏祭り 愛知県安城市 天下無敵の爆裂ライブ(企画制作)
出演/江戸むらさき タイムマシーン３号

●浜岡原子力発電所 はまおカーニバル（企画制作）

●幸田夏フェスタ フォーク・ハート・フル・コンサート〜心の音〜 野外・愛知県額田郡（企画制作）
出演/ビリーバンバン 因幡晃 高山巌（元ばんばん） 三浦和人（元雅夢）

●幸田テック夏祭り 天下無敵の爆裂ライブ

出演/タイムマシーン３号 ビックスモールン

●浜松西ファイブガーデンズ アニバーサルイベント
●神奈川県鴨宮ダイナシティイベント
出演/林マヤ

●史上最強!!天下無敵の爆裂ライブｉｎ豊田スタジアム（企画制作）
出演/はなわ 前田健 カンニング ダンディ坂野 パペットマペット エレキコミック 田上よしえ タイムマシーン３号

東京０３ 三拍子 モジモジハンター ビックスモールン スマイリーキクチ 流れ星 ヒロシ 他豪華１５組以上

総合司会/つまみ枝豆

●天下無敵の爆裂ライブｉｎ滋賀 滋賀県立文化産業交流会館（企画制作）
出演/テツandトモ 坂道コロンブス 江戸むらさき エレキコミック タイムマシーン３号 波田陽区 ビックスモールン 他

●静岡トヨペット労働組合講演会 ●愛知県豊田ビックホリデー ●愛知県新城市大会イベントアトラクション
●天下無敵の爆裂ライブｉｎ高浜 愛知県高浜市 高浜市民会館（企画制作）
出演/はなわ タイムマシーン３号 モジモジハンター

●中部ガス「ガス展」豊橋・４日間 ●中部ガス「ガス展」浜松・５日間 ●イオン焼津 アトラクション
●スニック労働組合パーティー ●産業フェアしずおか

●佐鳴予備校 講演会愛知・東海地区 計１２ヶ所
出演/桝添要一.和田秀樹

愛知県一宮市勤労会館 富士市ラフォール富士 藤枝市民文化会館 愛知勤労会館 豊田市民文化会館

刈谷市アイリスホール 豊橋アイプラザ 沼津ブケ東海 浜松教育文化会館はまホール 磐田グランドホテル

岡崎竜美丘会館 掛川グランドホテル
●天下無敵の爆裂ライブｉｎ幸田（企画制作）
出演/テツandトモ いつもここから 波田陽区 マイケル はなわ スマイリーキクチ 飛石連休

パペットマペット タイムマシーン３号

●フレスポ オープニングイベント 浜松市宮竹町 ●エネジン大感謝祭 浜松２カ所

●アピア リニューアルオープンイベント 静岡市
出演/眞鍋かをり
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その他イベント
●浜名湖自動車学校VPキャスティング
出演/タイムマシーン３号

●名鉄ホテル企業パーティー ●スズキ労働組合パーティー アトラクション ●ホンダプリモパーティー アトラクション
●天下無敵の爆裂ライブｉｎ豊橋（企画制作）
出演/いつもここから 飛石連休 東京ダイナマイト タイムマシーン３号 コア

●中部電力講演会 金谷町

出演/藤田憲子

●森町文化会館ミキホール友の会講演会

●天下無敵の爆裂ライブｉｎ磐田（企画制作）
出演/いつもここから パペットマペット 東京ダイナマイト ビックスモールン タイムマシーン３号

●セキスイハイム住まい塾 浜松市産業展示館
●ウルトラマンファンタジックライブｉｎ天竜 天竜壬生ホール

●華原朋美コンサート 天竜壬生ホール

●ホンダプリモアクール浜松 アトラクション 浜松 ●細江姫様道中（引佐郡細江町）

●浜名湖ロイヤルパーティーアトラクション ●愛知県田原市 花の木広場第１〜２回市民緑化まつり
●大和ハウス浜松支店 50周年式典パーティー 浜名湖ロイヤルホテル

●ネッツトヨタ浜松 ふれあい大感謝祭(藤枝市) ●須山建設 セミナー (講演会)

●日本国際博覧会 愛・地球博
出演/つまみ枝豆 ラッシャー板前

●ネッツトヨタ千葉松戸馬橋店オープン記念ファミリーコンサート
●天下無敵の爆裂ライブinプラザアピア(静岡市)

出演/前田健

●中村組八日会パーティーアトラクション

●浜岡原子力館 スーパーキッズ冒険ランド〜がんばれちびっ子特捜隊〜（企画制作）
●カーロッツイベント(浜松市) ●全矢崎労働組合浜松支部 夏祭り ●みんなの道 東京「道の日」イベント(新宿西口)

●井上あずみファミリーコンサート 浜松市天竜壬生ホール
●東芝キヤリア夏祭り 富士工場

●長倉祭り 沼津市

●山川豊デビュー25周年記念コンサートツアー 浜松市天竜壬生ホール

●企業周年記念パーティー ホテルセンチュリー静岡（企画制作）
出演/寺井尚子

●オールスズキサマーフェスティバルｉｎ浜名湖パルパル ●浜松西ファイブガーデンズイベント

●静岡ガス ライフエナジーパートナーズクラブ設立総会・懇親会
●天下無敵の爆裂ライブｉｎ矢厚会 全矢崎労組浜松 遠鉄ホテルエンパイア
出演/インスタントジョンソン

●浜名湖自動車学校イベント 天下無敵の爆裂ライブ

出演/タイムマシーン３号

●Tanhamaパチンコ・パチスロホールマガジン「かちぐみ」表紙.インタビュー等
出演/ほしのあき 小野真弓 他

●Tanhamaパチンコ・パチスロホールマガジン「かちぐみ」創刊記念イベント
出演/ほしのあき

●防犯展 (浜松中央署 生活安全課) ●はままつ夢づくりフェスタ2005 「2006世界バスケPRイベント」

●静岡厚生病院 病院祭 ●ネッツトヨタ浜松 大創業祭(浜松産業展示館)●ネッツトヨタ浜松 大創業祭(蓮華寺池公園)

●天下無敵の爆裂ライブｉｎサイクルⅣ

出演/ふじいあきら 磁石 ビックスモールン)
●磐田青年会議所 クリスマス家族交流会 アトラクション

●天下無敵の爆裂ライブinイオン浜松市野
出演/タイムマシーン3号

●天下無敵の爆裂ライブinイオン志都呂
出演/山上兄弟

●天下無敵の爆裂ライブin WARE HOUSE (東京都港区) 

出演/タイムマシーン3号

●ホテルセントパレス倉吉(鳥取県) ブライダル
出演/スピードワゴン ※天下無敵の音源を使用

●天下無敵の爆裂ライブinDoCoMo東海
出演/桜塚やっくん

●横浜グランドインターコンチネンタルホテル パーティーアトラクション

●グランドホテル浜松 ディナーショー
出演/Drレオン(イリュージョンマジック)

●井上あずみファミリーコンサート 浜松市天竜壬生ホール
●東芝キヤリア夏祭り 富士工場
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●第16回グランドチャンピオン決定戦開催記念 浜名湖競艇 マリンフェスタ
出演/さかなくん

●豊田自動織機労働組合60周年コンサート
出演/華原朋美 つきよみ

●ホテルメリージュ延岡ディナーショー (宮崎県)
出演/タケカワユキヒデ

●ジャンプイン小笠 2003〜2006年 ●セキスイハイムファミリーサークルお祭り広場 2004〜2006年
●天下無敵の爆裂ライブin天竜 浜松市天竜壬生ホール（企画制作）
第1回出演/にしおかすみこ 我が家 ハマカーン どきどきキャンプ ミラクルひかる ダンシング☆谷村

第2回出演/テツandトモ ザブングル ヒライケンジ コア

第3回出演/エレキコミック ふじいあきら 長州小力 猫ひろし ビックスモールン

第4回出演/長井秀和 前田健 タイムマシーン3号

●マイカーてんけん祭り2006 （三島市） ●ワンダーランド2005〜2006年(浜名湖自動車学校)
●パール金属40周年基調講演(新潟県)

出演/星野仙一

●三光会10周年記念イベント「ありがとう感謝祭」in富士スピードウェイ
天下無敵の爆裂ライブin三光会 他ステージイベントやエリアイベント
出演/原口あきまさ 神奈月 前田健 インスタントジョンソン 360°モンキーズ ビックスモールン 風藤松原

●みのぶ商工まつり2006年 ●いわた産業まつり2004〜2006年
●天下無敵の爆裂ライブin本田技研 グランドホテル浜松/聴涛館

本田技研工業株式会社 浜松製作所 忘年会

出演/ふじいあきら

●石原水産株式会社 CMキャラクター 2006〜2007年
出演/猫ひろし

●本田技研工業株式会社 浜松製作所 友和会パーティー グランドホテル浜松
出演/太田圭亮(ものまね)

●天下無敵の爆裂ライブinSTC ホテルセンチュリー静岡
出演/ビックスモールン ZOXYDOLL ですよ。

●ニュークィーンパーティー 名古屋市

出演/ブラックサタン チビサタン .ヒメサタン

●ひまわり会着物パーティー グランドホテル浜松
出演/こんちはる

●浜松オートレース場 お笑いLIVE(天下無敵の音源使用)
出演/前田健.360°モンキーズ

●披露宴ゲスト ヴィラくれたけ
出演/金原亭世之介

●大阪市水道局 イメージソング 「ぴあわら ぴゅあら(Pure Waterぴゅあら)」
作詞/西中利之佑 作曲.編曲/浅山喜平太 歌/井上あずみ

演奏/MALTA(サックス) Hit&Run 体操振付&指導/佐藤弘道

●磐田グランドホテルプレゼンツ春2007
出演/コージー冨田

●2007浜岡原子力館 Go!Go!わんぱくステーション(企画制作)

●浜名湖自動車学校 CMキャラクター（2005〜2008）東海4県
出演/タイムマシーン3号

●磐田グランドホテルプレゼンツ2007

天下無敵の爆裂ライブin磐田グランドホテル
出演/ふじいあきら

●ものまねLIVE 浜松オートレース場(天下無敵の音源使用)
出演/コージー冨田

●豊田自動織機 ショッキフェスタ 天下無敵の爆裂ライブⅠ〜Ⅳ
出演/インスタントジョンソン 瞬間メタル ワンワンとあそぼう!(NHK)

小梅太夫 桜塚やっくん ビックスモールン 前田健原口あきまさ いつもここから タイムマシーン３号

はなわ カンニング 三拍子 モジモジハンター ダンディ坂野 神奈月

●静岡大学浜松キャンパス 新入生歓迎祭 ●R25{cafe}SPECIAL TALK EVENT
出演/ロバート・ハリス

●水道フェスティバル(大阪市水道局)
出演/井上あずみ(イメージソングお披露目)

●天下無敵の爆裂ライブinアプリ
出演/前田健

●浜岡カントリークラブビール祭り 2001〜2008年(延べ4日間)

●協栄&丸正合同納涼祭 ●セキスイハイムファミリーサークルお祭り広場 2004〜2007年

その他イベント
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●Honda 夏まつり 夏物語2007 (浜松市/本田技研工業浜松製作所)

天下無敵の爆裂ライブin浜製
出演/原口あきまさ タイムマシーン3号 ビックスモールン

●天下無敵の爆裂ライブin浜名湖パルパル
出演/桜塚やっくん 神奈月 前田健 360°モンキーズ ハマカーン ビックスモールン

カンニング 飛石連休 インスタンドジョンソン タイムマシーン3号

●桜丘学園 桜丘高等学校(愛知県豊橋市)
出演/杉田二郎

●レディーメイト杯G1第49回秋のスピード王決定戦(浜松オートレース場)
天下無敵の爆裂ライブin浜松オート
出演/ふじいあきら 別府綾トーク&サイン会

●山川豊ファンの集い(遠鉄ホテルエンパイア/浜松市)
●富士電機 山梨地域秋祭り(南アルプス市)天下無敵の爆裂ライブin富士電機
出演/タイムマシーン3号

●協和医療機器特別講演会
出演/室井佑月

●住友生命浜松支社パーティー ●TOKAIもくせい会・安全協会 講演会 2003〜2007年
●富士物産フェア ●川名伊豆神社祭典

●東名高速道路 浜名湖SA かんざんじへおいでん祭(2日間)
●静岡大学浜松キャンパス 静大祭 天下無敵の爆裂ライブ他多数

2007年/水木一郎

2006年/桜塚やっくん ライス兄弟

2005年/磁石 スマイリーキクチ タイムマシーン３号

2004年/北京ゲンジ 東京ダイナマイト

2003年/タイムマシーン３号 カンカラ

2002年/号泣 江戸むらさき

2001年/スマイリーキクチ 坂道コロンブス

●磐田グランドホテル クリスマスディナーショー

出演/城之内早苗

●産業フェアしずおか
●スズキ自動車労連クリスマス＆さよならパーティー （グランドホテル浜松）

●スズキ自販浜松 新星会クリスマス家族交流会（グランドホテル浜松）

●第8回常葉学園芸術鑑賞会(静岡市民文化会館)
出演/MALTA JAZZ QUINTETT.plus

●イオン富士南店 グランドオープン アトラクション
出演/室井佑月 ビックスモールン HEY!たくちゃん 大道芸 他

●NTTドコモ東海静岡支店 Presents PRイベント

天下無敵の爆裂ライブ(サンストリート浜北)
出演/ハマカーン

●NTTドコモ東海静岡支店 Presents 過去最高の20組出演

天下無敵の爆裂ライブ(浜松フォルテホール) 
出演/アントキの猪木 イシバシハザマ インスタントジョンソン えんにち KICK☆

くまだまさし コンマニセンチ 360°モンキーズ じゅんご 末高斗夢 ランチランチ

タカダ・コーポレーション 弾丸ジャッキー ですよ。 永井佑一郎(アクセルホッパー)

ハマカーン ビックスモールン HEY!たくちゃん POIZON GIRL BAND マシンガンズ

●色変ひまわりの会(富士市フィランセ)
出演/立川志らべ 台所鬼〆

●佐鳴予備校 サナルジャーナル誌面対談
出演/米村でんじろう

●浜名湖自動車学校 CMキャラクター（2005〜2009）

東海４県 オール媒体

出演/タイムマシーン3号

●Bara’tee(フリーマガジン)インタビュー※ゴルフを中心としたお洒落な内容
創刊号/須藤元気 井上和香

●みかど協和 定時総会講演会（千葉県木更津）
出演/青山浩子

●HBC北海道放送 つべつ夏まつり公開録音（網走郡津別町）
出演/渡辺真知子

●HBC北海道放送 ひがしかぐら花まつり公開録音

出演/松崎しげる

その他イベント
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●ワンダーランド2005〜2008年(浜名湖自動車学校)

天下無敵の爆裂ライブin浜名湖自動車学校 他
出演/タイムマシーン3号

●協和医療機器特別講演会
出演/室井佑月 (静岡/グランシップ)

●プルミエ倶楽部 発会式

出演/戸田恵子 (ホテルアソシア静岡ターミナル)

●秋のきらりクライマックスフェア
出演/室井佑月 (きらりタウン浜北)

●東京ミュージックマラソンin多摩
出演/井上あずみ 五條真由美

●ハッピース!!プロジェクト子育て来楽部
出演/杉浦太陽 (静岡/ツインメッセ)

●エコパスポーツパーク2008

出演/ビックスモールン (袋井/エコパアリーナ)

●ふじのくに交通安全県民フェア
出演/勝俣州和 (静岡/ツインメッセ)

●天下無敵の爆裂ライブ inふじのくに交通安全県民フェア

出演/どきどきキャンプ 田畑藤本 上々軍団

●富士市合併記念式典 記念講演会
出演/笑福亭仁鶴 (富士ロゼシアター)

●中部電力 講演会 (牧之原市) 出演/SHINO

●静岡産業大学 情報学部 藤枝キャンパス
出演/神奈月 キャン×キャン タイムマシーン3号

●天下無敵の爆裂ライブ By ドコモ 愛知県豊田市
出演/ジョイマン スリムクラブ TAIGA トレンディエンジェル ナイツ

5GAP みっちー もう中学生 U字工事 ゆってぃ

●天下無敵の爆裂ライブ By ドコモ 愛知県岡崎市
出演/ヴィンテージ オードリー こまつ 上々軍団 タイムマシーン３号

弾丸ジャッキー どきどきキャンプ 麦芽 ハマカーン マシンガンズ

●浜松市天竜壬生ホール 会館自主 柳ジョージLIVE2009

●名古屋ハウジングセンター
豊田会場 出演/ななめ45°

日進梅森会場 出演/ナイツ

●大阪観光キャンペーン ららぽーとTOKYO-BAY
出演/ターバン

●天下無敵の爆裂ライブinミュージコ
出演/渡辺直美 くまだまさし COWCOW ダイノジ フォーリンラブ スリムクラブ

●関空旅博(関西国際空港) 
2009年 出演/山本太郎

2008年 出演/関口智宏
●牧村三枝子ディナーショー 制作協力(ホテルサンルート清水)

●スペシャルトークショー ピエリ守山 滋賀県守山市
出演/里田まい

●こどもの日 ファミリーコンサート 京都コンサートホール
出演/佐藤弘道 ドリーミング

●天下無敵の爆裂ライブinピエリ守山 滋賀県守山市
出演/クールボコ ロッチ 弾丸ジャッキー

●トークアンドライブ ピエリ守山 滋賀県守山市
出演/勝山梶(ムーディ勝山)

●浜名湖競艇アトラクション

出演/魔裟斗.黒沢年雄.ナポレオンズ.柏原芳恵.デンジャラス etc

鼠先輩 どきどきキャンプ オードリー ヒデヨシ えんにち マシンガンズ

原口あきまさ インスタントジョンソン はなわ 神奈月 猫ひろし 東京ダイナマイト

ふじいあきら まちゃまちゃ 南野やじ 前田健 クワバタオハラ チェリー☆パイ 白鳥久美子 他多数

●浜松オートレース場アトラクション
出演/ヤポンスきー ザブングル 琉神(琉球獅子舞) 神奈月

桜塚やっくん こまつ KICK☆ 弾丸ジャッキー ふじいあきら

コージー冨田 前田建 360ﾟモンキーズ 他多数

その他イベント
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●プレ葉ウォーク アトラクション(半年祭)
出演/壊れたロボットのぞみ 他

●静岡カントリー浜岡コース パーティー
出演/ブラックサタン

●浜名湖競艇 静岡空港 開港記念
出演/琉神

●愛知県知多郡 花乃丸 記念パーティー
出演/堺すすむ 制作協力

●浜松ロータリークラブ 最終例会 グランドホテル浜松
出演/琉神

●ルミソレ倶楽部 発会式(ブケ東海 沼津)
出演/室井佑月

●HBCラジオ 公開録音 つべつ夏まつり(北海道網走郡津別町)
出演/井上あずみ

●イオン上里(埼玉県児玉郡上里町)

出演/諌山実生

●TOKAI「水」CM キャスティング
●静岡競輪場アトラクション
出演/こまつ

●静岡競輪場アトラクション
出演/トレンディエンジェル

●浜松市交通政策課 ラジオCM ナレーション/キャスティング
出演/永井一郎

●24時間テレビ 愛は地球を救う (テレビ宮崎)
出演/弾丸ジャッキー

●青島国際ビールまつり(宮崎県)
出演/弾丸ジャッキー

●イオン宮崎 アトラクション
出演/弾丸ジャッキー

●ピエリ守山 おかげさまで開店1周年！ レインボーカーニバル (滋賀県守山市)

出演/辻希美 mosono インスタントジョンソン Wエンジン タイムマシーン3号 他

●日本生命 浜松支社 お客様感謝の夕べ
出演/市原利夏

●日本商工会議所青年部 第29回関東ブロック大会 静岡大会
出演/猪瀬直樹

●川名伊豆神社祭典 (引佐町)

出演/梓夕子 ブラックサタン

●きらり浜北 きらり秋のニューライフフェア
出演/堀ちえみ

●静岡工科自動車大学校 学園祭
出演/阿里耶

●TOKAIもくせい会・安全協会講演会 ０３〜０9 (ブケ東海)

●労福協まつり (浜松オートレース場)2005〜2006年
●TOKAI「水」CM キャスティング 第二弾 お水博士編

●海栄館「鯱亭」パーティーキャスティング
出演/タイムマシーン3号

●早稲田大学 OB会 イベント JR浜松駅北口広場
●20祭 in MIYAZAKI Doまんなか同窓会 (宮崎県)
出演/壊れたロボットのぞみ

●TOKAI「水」CM キャスティング 第三弾 ダンス編
●天下無敵の爆裂ライブinミュージコ2(静岡県焼津市)

出演/狩野英孝 キングオブコメディ インスタントジョンソン こまつ 赤いプルトニウム ゴー☆ジャス

●みんなで遊ぼう はまおかUUカップ/中部電力.浜岡原子力発電所(静岡県御前崎市)
●環境省 ホームページ「re-style」取材 井上あずみ

●豊橋駅ビル カルミア誕生祭2010スペシャル企画 トークショー(愛知県)
出演/辻希美

●ピエリ守山 ゴールデンウィーク大感謝祭 (滋賀県)
出演/勝俣州和 どきどきキャンプ 赤いプルトニウム RYOEI 藤本美貴 南明奈 古賀シュウ 他

●天下無敵の爆裂ライブin福山(広島県)

出演/インスタントジョンソン 鳥居みゆき キングオブコメディ こまつ 飛石連休 弾丸ジャッキー

その他イベント
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●ピエリ守山 天下無敵の爆裂ライブinピエリ守山3 番外編(滋賀県)
出演/タイムマシーン3号

●前橋競輪 寛仁親王牌 天下無敵の爆裂ライブ(群馬県)
出演/はなわ

●The BEATLES Generation
出演/タケカワユキヒデ(ex.ゴダイゴ) 鈴木康博(ex.オフコース) 大野真澄(ex.ガロ)

福山リーデンローズ(広島県)

●呉竹サマーカーニバル 天下無敵の爆裂ライブ(静岡県浜松市)
出演/フルーツポンチ AKBPOID 虎あげは。。京都 祇園 カルシウムハウス くまだまさし ものいい ２丁拳銃

姫ちゃん プリシラ ジェニーいとう 神奈月 ミラクルひかる えんにち.アントキの猪木.ジョイマン.キムコ.

プリシラ 牧伸二 桜塚やっくん 小梅太夫 鼻エンジン 樹根 ホリ いつもここから 因幡晃 テツandトモ

長井秀和 ビックスモールン ダンディ坂野 江頭2：50 マギー審司 マザーテレサ 平山みき 古賀シュウ.

化膿姉妹 パイレーツ 俵山栄子 小野サトル 他多数

●加トちゃんだョ!全員集合 〜笑っちゃう笑いの人生〜 福山リーデンローズ(広島県)

出演/加藤茶

●静岡県 #8000 静岡こども救急電話相談
出演/千野志麻(チノパン)

●EXILE FANTASY CUP 2010 エコパ人工芝グランド
出演/EXILE

●ピエリ守山 開店2周年レインボーカーニバル(滋賀県/琵琶湖横)
出演/さくらまや 岡田大介

●くらしを守る防犯展(浜松中央警察署/生活安全課) 2002〜2010年

●きらり浜北 きらり秋のドリームキャッチフェスタ
出演/辻希美

●ＴＯＫＡＩもくせい会・安全協会講演会０３〜10 (ブケ東海)
●スズキ自動車労連クリスマス＆さよならパーティー （グランドホテル浜松）

●天下無敵の爆裂ライブin福山 アニメ・特撮の巻 (広島県福山市)
出演/水木一郎 堀江美都子 串田アキラ 井上あずみ サイキックラバー

●海栄館 鯱亭 忘年会(愛知県知多郡南知多)
出演/歌真呂

●はままつ子育て講演会 主催/浜松市
出演/高野 優

●浜松 西高等学校同窓会 グランドホテル浜松

出演/市原利夏

●中部電力ファミリーコンサート(掛川市)
出演/井上あずみ トイ☆ステージ

●静岡競輪開設58周年記念 たちあおい賞争奪戦(GⅢ) 
出演/松崎しげる

●天下無敵の爆裂ライブin浜名湖 (浜名湖ボート)
出演/おかもとまり 赤いプルトニウム 麦芽

●天下無敵の爆裂ライブin掛川グランドホテル
出演/神奈月 360モンキーズ マシンガンズ 赤いプルトニウム

京都カルシウムハウス ジェニーいとう

●オークラアクトシティホテル浜松 講演会
出演/森永卓郎

●中部電力 チャリティーライブ 御前崎市民文化会館
出演/ツートン青木 青木隆治 こまつ 弾丸ジャッキー タイムマシーン3号

●浜松駅ビルメイワン

がんばれ東北! がんばれ日本!  復興支援ライブ
出演/インスタントジョンソン キングオブコメディ

●アピタ島田店 アトラクション
マジックTHEファミリー ブラックサタン チビサタン ヒメサタン

●オークラアクトシティホテル浜松 講演会
出演/渡部陽一

●第5回 緑のカーテン全国フォーラム プレイイベント(アクトシティ浜松 中ホール)

緑のおくりものファミリーコンサート 企画.制作.構成.演出
出演/井上あずみ ドリーミング 杉田あきひろ

●ディーエス夏祭り(袋井市) ●ブリヂストン 磐田工場 夏祭り(磐田市)

●静岡英和学院大学チャリティー 夏休みファミリーコンサート
出演/井上あずみ

その他イベント
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●オークラアクトシティホテル浜松 講演会
出演/尾木直樹

●浜松医科大学 公開講座2011 アクトシティ浜松 中ホール
出演/秋野暢子

●JA宮崎 ご招待ディナーショー(2日間)  フェニックス シーガイヤ リゾート(宮崎)
出演/藤あや子

●オークラの「アジアの祭りと屋台料理」(オークラアクトシティホテル浜松) 2日間
出演/琉神

●きらりタウン浜北 イベント(浜北市))
出演/三船美佳

●天下無敵の爆裂ライブin浜製3 (ホンダ技研浜松製作所)
出演/神奈月

●天下無敵の爆裂ライブin津田学園 (三重県桑名市)
出演/弾丸ジャッキー ヴィンテージ

●天下無敵の爆裂ライブinイオンモール木曽川(愛知県)
出演/サイクロンZ

●オークラの「アジアの祭りと屋台料理」2 オークラアクトシティホテル浜松
出演/琉神 他

●天下無敵の爆裂ライブin掛川グランドホテル2
出演/こんちはる 中森あきない たっつぅん セニョール玉置 アキリーヌ

●井上あずみチャリティコンサート 牧之原市商工会

出演/井上あずみ TOY☆STAGE ゆーゆ

●下関みらい塾 (山口県下関市)
出演/田中真弓 (声優/女優 ONE-PIECE モンキー・D・ルフィ)

●三遊亭好楽独演会 藤枝市民文化会館
出演/三遊亭好楽 他

●浜松駅ビル メイワン 誕生祭
井上あずみ with ゆーゆ ファミリーコンサート

●プレ葉ウォーク浜北 インストアライブ

出演/yosu

●消費者月間「県民のつどい」消費者啓発シンポジウム(静岡県消費者団体連盟)
出演/松居一代

●静岡雙葉学園 講演会
出演/竹田恒泰

●ジュビロ磐田 ホームゲーム アトラクション
出演/英二(長渕剛そっくりさん)

●こどもみらいプロジェクトinエコパ ちびっこカラオケ選手権2012
出演/井上あずみ.ゆーゆ

●つべつ夏まつり HBCラジオ 公開録音(北海道)
出演/田川寿美 アンガールズ

●JAバンク静岡 CMソング 「おさんぽ♪」歌/ゆーゆ

●キャタラー納涼祭 天下無敵の爆裂ライブ (静岡県掛川市)
出演/U字工事 マジックTHEファミリー バルーンキャット 弾丸ジャッキー アキリーヌ

風船の魔術師バルーンマン キムコ 壊れたロボットのぞみ

●株式会社アーレスティ 講演会 オークラアクトシティホテル浜松
出演/東国原英夫

●オークラの「アジアの祭りと屋台料理」3 オークラアクトシティホテル浜松
出演/琉神 他

●しずおか○ごとワイド! 他キャンペーン
出演/井上あずみ.ゆーゆ

●ジュビロ磐田 ホームゲーム アトラクション

出演/井上あずみ.ゆーゆ

●福山中央ライオンズクラブ 結成４５周年記念行事(広島県福山市)
「井上あずみ with ゆーゆ ファミリーコンサート」

●でちゃう! × 沖スロ × 北電子 夏のファン感謝キャンペーン ZEPP NAGOYA
出演/Dr.レオン 他

●三河の山里ＰＲ促進事業「きてみん！奥三河 Music ハーモニ フェスタ ｉｎ 茶臼山」
井上あずみ with ゆーゆ ファミリーコンサート

●FTS 創業70周年記念イベント 天下無敵の爆裂ライブinFTS(愛知県豊田市)

出演/おかもとまり インスタントジョンソン

その他イベント
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●イオンモール土浦 天下無敵の爆裂ライブ
出演/360°モンキーズ

●きらりタウン浜北 未来につなぐ LOVEハーモニーFesta
それいけ!アンパンマンショー

●ジュビロ磐田 アミューズメント(ビックスライダー等)
●きらりタウン浜北 未来につなぐ LOVEハーモニーFesta

出演/石田純一

●日立建機フェスティバルinひたちなか
特命戦隊ゴーバスタースショー

●中山間地域振興シンポジウム 宮崎兼日向市東郷町
出演/清水国明

●島田信用金庫 経営者協議会
出演/森永卓郎

●ジュビロ磐田 ホームゲーム アトラクション

平成仮面ライダーショー(仮面ライダー7体)

●BIGフェスティバル 天下無敵の爆裂ライブ(名古屋市) 
出演/神奈月

●イオンモール北戸田(埼玉県)
出演/TOY☆STAGE

●広島県立神辺旭高等学校 講演会 (広島県福山市)
出演/小菅正夫(元旭川動物園 園長)

●静岡産業大学 磐田キャンパス 天下無敵の爆裂ライブ
出演/神奈月.麦芽

●焼津信用金庫 講演会
出演/山崎 元

●企業25周年パーティー アトラクション ホテルセンチュリー静岡(サプライズなので企業名未提示)
出演/いっこく堂 古賀シュウ

●オークラアクトシティホテル浜松 披露宴ゲスト
出演/琉神(沖縄エイサー軍団)

●あぐりフェスタ(JA) 天下無敵の爆裂ライブ(静岡市清水区)
出演/我が家 おかもとまり

●プレ葉ウォーク浜北 インストアライブ
出演/COCOA yasu 他

●全日本不動産協会 静岡県支部周年パーティー
出演/田原総一朗

●オークラアクトシティホテル浜松 披露宴ゲスト

出演/琉神(沖縄エイサー軍団)

●イオンモール富士宮 (静岡県富士宮市)
出演/CRaNE

●イオンモール富士宮 (静岡県富士宮市)
出演/TOY☆STAGE 

●イオンモール土浦(茨城県)
スマイレージ 新曲発売イベント

●JAバンク静岡 CMソング 「ほんとうのありがとう」歌/ゆーゆ

●静鉄ソーサレア セレモニーホールOPEN 記念
出演/渡部陽一

●天下無敵の爆裂ライブin浜名湖16(浜名湖ボート)
出演/エスパー伊東 古賀シュウ ユリオカ超特Q アナログタロウ くじら BBゴロー

●ふじのくに食品表示の歌「だって、気になるんだもん」CMキャスティング .曲制作.プレス等(静岡県)
出演/井上あずみ ゆーゆ

●セキスイハイム東海 CM キャスティング

出演/若林健治

●中国雑伎団 2013 延べ8日間 制作全般
呉竹荘/掛川グランドホテル/沼津リバーサイドホテル/蒲郡クラッシックホテル

●イオン船橋 (千葉県)
出演/TOY☆STAGE

●天下無敵の爆裂ライブ inイオンモール土浦 イオンモール下妻
出演/神奈月

●イオンモール浜松志都呂 キャラクターショー

獣電戦隊キョウリュウジャー

その他イベント
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●イオンモール浦和美園 (埼玉県)
出演/AKBPOID

●イオンモール銚子 (千葉県)
出演/諸岡ケンジ

●イオンモール土浦 (茨城県)
出演/AKBPOID

●イオンモール土浦 (茨城県)
出演/いとうまゆ

●イオンモール富士宮
出演/ブラックサタン&チャボ

●イオンモール富士宮(天下無敵の爆裂ライブ)
出演/小石田純一

●イオンモール土浦 (茨城県)

天下無敵の爆裂ライブ

出演/アンドーひであき JUNKO

●アル・プラザ鶴見 (岐阜県大垣市)
出演/AKBPOID

●プレ葉ウォーク浜北 (静岡県浜松市)
出演/yosu

●松坂ケーブルテレビ

MCTV20周年大感謝祭 心の音・ハートフルコンサート (三重県松坂市)

出演/タケカワユキヒデ 因幡晃 矢口真里 保田圭

●公益財団法人 SBS静岡健康増進センター公開講座2013 (しずぎんホール ユーフォニア)
出演/ペギー葉山

●静岡雙葉学園講演会
出演/田部井淳子 (登山家)

●第5回 のどじまん大会 (浜名湖レイクサイドプラザ)
出演/CReNE

●静岡新聞 ルミソレ倶楽部 2013 (沼津市)

出演/はるな愛

●呉竹荘 サマーカーニバル2013 天下無敵の爆裂ライブ 2日間 (浜松市)
出演/フルーツポンチ AKBPOID 虎あげは。。 京都 祇園 カルシウムハウス

●イオンモール土浦 (茨城県)
出演/中村あゆみ

●公益財団法人 SBS静岡健康増進センター公開講座2013 (しずぎんホール ユーフォニア)
出演/堀エリカ

●浜名湖レークサイドプラザ 沖縄フェア
出演/南来琉(エイサー)

●イオン市川妙典 (千葉県)
出演/スマイレージ

●イオンモール土浦 (茨城県)
大沢樹生 (元.光GENJI)

●プレ葉ウォーク浜北 (静岡県浜松市)
出演/的野祥子

●イオンモール土浦 天下無敵の爆裂ライブ
出演/古賀シュウ 小石田純一

●しずモテStyle 夏コレTalk (浜松市)
出演/敦士

●TOC building Summer Festival (五反田)
出演/神奈月

●イオンモール土浦 (茨城県)

出演/MAX

●浜岡カントリー ビール祭り 2001〜2013年/延べ4日間 (静岡県御前崎市)

●ジュビロ磐田VS浦和レッズ エコパスタジアム
ファンサービスイベント

●大磯ロングビーチ シーサイドフェスティバル2013 (神奈川県/天下無敵の爆裂ライブ音源使用)
出演/AKBPOID

●土浦キララまつり 天下無敵の爆裂ライブ (茨城県/音源使用)
出演/AKBPOID

●アイドリング!!! 新曲キャンペーン

イオンモール土浦 イオンレイクタウン越谷 プレ葉ウォーク浜北

その他イベント
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●プレ葉ウォーク浜北 (静岡県浜松市) 

天下無敵の爆裂ライブ
出演/AKBPOID

●イオンモール土浦 (茨城県)
出演/久宝留理子

●イオンモール土浦 (茨城県)

出演/チーミー

●イオンモール土浦 (茨城県)
出演/ワタナベフラワー&ゆーゆ

●浜松駅ビルメイワン イベント制作協力

●中部電力浜岡原子力館 はまおかーニバル2013
出演/井上あずみ&ゆーゆ

●三重県フェア イオンモール ナゴヤドーム前 延べ4日間
出演/二宮優樹.鎧塚俊彦.Wエンジン 他

●沖縄フェア イオンレイクタウン越谷 (埼玉県)
出演/MAX 今井絵理子(SPEED) 新垣勉 桑江知子

●イオンタウン富士南 (静岡県富士市)
出演/𠮷岡亜衣加

●イオンタウン富士南 24時間TV (静岡県富士市)

天下無敵の爆裂ライブ
出演/古賀シュウ

●イオンモール東久留米 (東京都)
出演/𠮷岡亜衣加 mao

●大磯ロングビーチ (神奈川県)
出演/かずや

●コベルコマテリアル銅管 秦野工場大納涼祭2013 天下無敵の爆裂ライブ (神奈川県秦野市/音源使用)
出演/AKBPOID

●公益財団法人 SBS静岡健康増進センター公開講座2013 (しずぎんホール ユーフォニア)
出演/黒沢年雄

●新日本ウエックス夏祭り(名古屋)
出演/小泉エリ.トラッシュスター

●イオンモール土浦 (茨城県)
出演/Lead

●ふるさと産業まつり HBCラジオ公開録音 (北海道 清里/天下無敵の爆裂ライブの音源使用)
出演/八幡カオル 小石田純一

●プレ葉ウォーク浜北 (静岡県浜松市)

出演/𠮷岡亜衣加

●スズカコーポレーション65周年記念事業 (三重県 鈴鹿サーキット内 サクラホール)
出演/コージー冨田

●ジュビロ磐田VSベガルタ仙台 鹿児島デー
出演/英二

●公益財団法人 SBS静岡健康増進センター公開講座2013 (しずぎんホール ユーフォニア)
出演/藤田弓子

●イオンモール土浦

出演/新里宏太

●イオン市川妙典
出演/Laed

●イオン市川妙典
出演/中村あゆみ

●イオンモール浜松志都呂
ドキドキ!プリキュア

●イオンモール浜松志都呂
仮面ライダー鎧武

●天下無敵の爆裂ライブinデンパーク (愛知県/安城産業文化講演デンパーク)
出演/弾丸ジャッキー ヴィンテージ 小石田純一 八幡カオル

●天下無敵の爆裂ライブin稲沢まつり (愛知県稲沢市) 2日間
出演/アンバランス 古賀シュウ

●第52回ガス展 (愛知県豊橋市)
出演/カラフル

●表千家吉祥会(茶) 第58回全国大会 (静岡市 日本平ホテル)
出演/柳家権太楼

その他イベント



http://www.t-booking.co.jp

●アクアウォーク大垣 (岐阜県大垣市)
出演/JOY

●イオンタウン木更津朝日
出演/大沢樹生(元光GENJI)

●第52回ガス展 (静岡県浜松市)
出演/CRaNE COLORFUL(カラフル) 

●JAあいち中央 JAまつり
出演/カラフル

●静岡大学 大谷キャンパス(静岡市) 静大祭
出演/シクラメン CReNE COCOA 北川友紀 BENI インスタントジョンソン U字工事

おかもとまり ビックスモールン マリア 城咲仁 どーよ

藍坊主 AAA ET-KING 原口あきまさ ハマカーン キンモクセイ

波田陽区.アンガールズ.いつもここから コブラツイスターズ うたいびとはね 0930（おくさま）

●2013 オータムフェスタ 夢の学校

ふれ愛・ときめき西三河フェスティバル2013in豊田 (愛知県豊田市/豊田大谷高校)
出演/井上あずみ&ゆーゆ

●フランスフェア イオンレイクタウン越谷
出演/川島なお美

●イオンモール北戸田
出演/ワタナベフラワー&ゆーゆ

●遠州鉄道創立70周年記念 オーナーズ感謝祭 (静岡県浜松市/えんてつホール)

天下無敵の爆裂ライブ
出演/ホリ 他

●イオンモール土浦(協力)
出演/Fairies

●JA児湯農業まつり2013 (宮崎兼児湯郡新富町)
出演/井上あずみ&ゆーゆ

●アクアウォーク大垣 (岐阜県大垣市) 協力
出演/LIFriends

●イオン千葉三店舗合同企画 (船橋 津田沼 八千代緑が丘)
出演/井上あずみ&ゆーゆ

●磐田ロータリークラブXmasパーティ 磐田グランドホテル (静岡県磐田市)
出演/マジックTHEファミリー

●プレ葉ウォーク浜北 (静岡県浜松市)
出演/𠮷岡亜衣加

●イオンモール浜松志都呂 (静岡県浜松市)

フレッシュ!プリキュアショー それいけ!アンパンマンショー 獣電戦隊キョウリョウジャーショー

●天下無敵の爆裂ライブinアル・プラザ鶴見 (岐阜県大垣市)
出演/ナイツ

●浜岡原子力館 新春イベント はまおかファンファンデー
出演/松本梨香

●イタリアフェア イオンモール幕張新都心 (千葉県)
出演/石田純一 ダレノガレ明美 他

●北見藤女子高等学校 卒業式ライブ (北海道北見市)

出演/片平里菜

●社)岳南法人会チャリティーコンサート 心の音 –ハートフルコンサート- 富士ロゼシアター (静岡県富士市)
出演/加瀬邦彦&ザ・ワイルドワンズ

●もんべつ流氷まつり HBCラジオ公開録音 (北海道紋別市)
出演/久宝留理子 アンガールズ

●韓国雑伎団ツアー2014 

掛川グランドホテル(静岡県掛川市)2日間 蒲郡クラッシックホテル(愛知県蒲郡市)2日間

沼津リバーサイドホテル(静岡県沼津市)2日間 ホテル・ヴィラくれたけ(静岡県浜松市)2日間

●三重県フェア イオンモール幕張新都心 (千葉県)
出演/ザブングル Wエンジン 花井悠希&林そよか 大井貴司&白土幾美 他

●Be HAPPY FESTA 2014 サーラプラザ浜松 (静岡県浜松市) 
出演/蝦原英里

●イオンモール土浦 (茨城県)
出演/研ナオコ・ひとみ

●イオンモール北戸田 (埼玉県)

出演/研ナオコ・ひとみ

●イオンモール幕張新都心 (千葉県)
出演/華原朋美

その他イベント
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●浜岡原子力館 春のファンファンデー (静岡県御前崎市)
出演/新里宏太 他

●イオンモール浜松志都呂(静岡県浜松市)
出演/列車戦隊トッキュウジャーショー

●イオンモール浜松志都呂(静岡県浜松市)
出演/ハピネスチャージプリキュア!ショー

●イオンモール土浦(茨城県)
出演/頭がよくなる!!暗記MAXライブ

●イオンモール幕張新都心 GGコレクション
出演/研ナオコ/ひとみ 大場久美子

●浜松医科大学公開講座2014 主催/浜松医科大学 静岡新聞社・静岡放送
出演/夏木マリ 他

●プレ葉ウォーク浜北(静岡県浜松市)
出演/TOY☆STAGE

●ヤマハグローバルサプライヤーズミーティング懇親会 オークラアクトシティホテル浜松
出演/阿川泰子

●イオンモール浜松志都呂(静岡県浜松市)
出演/仮面ライダー鎧武

●プレ葉ウォーク浜北(静岡県浜松市)
出演/水森由菜

●プレ葉ウォーク浜北(静岡県浜松市)

出演/NEVA GIVE UP

●イオンモール富士宮
出演/TOY☆STAGE

●アル・プラザ鶴見(岐阜県大垣市)
出演/市原利香

●イオンモール浦和美園 (埼玉県)
出演/NEVA GIVE UP

●巴川製紙所 100周年記念イベント (静岡県)

出演/松崎しげる

●巴川製紙所 100周年記念イベント (静岡県)
天下無敵の爆裂ライブinTOMOEGAWA
出演/ナイツ AKBPOID 

●プラネット化粧品 15周年記念パーティ(愛知県名古屋市)
出演/中村あゆみ

●アメリカフェア イオンモール幕張新都心 (千葉県)

出演/岩城滉一

●三重県フェア イオンレイクタウン越谷 (埼玉県)
出演/井上あずみ

●プレ葉ウォーク浜北(静岡県浜松市)
出演/田中有紀美

●第10回老健東海・北陸大会 (浜松市 アクトシティ浜松)
出演/草野仁

●津別町夏祭り (北海道 HBCラジオ公開録音)

出演/タケカワユキヒデ

●浜名湖レイクサイドプラザ ディナーショー
出演/琉神

●藤枝市民会館 開館自主
出演/進藤学 オチョ8ダイエットエクササイズ

●静岡新聞 ルミソレ倶楽部2014 発会式
出演/東尾理子

●静岡がん検診啓発セミナー『輝け！あなたの女子力。』 ～健康美人が知っておきたい“がん”のあれこれ～
出演/杉山愛

●SBS静岡健康増進センター 公開講座2014 聞いてなるほど! いきいきライフ
出演/秋野暢子

●天下無敵の爆裂ライブin蒼樹際2 (静岡産業大学 磐田キャンパス)
出演/こまつ 小石田純一

●アミュプラザ鹿児島 クリスマスツリー点灯式&LIVE
出演/MACO

●浜名湖競艇 静岡発! アーティスライブ
出演/COCOA CReNE HeartCresc.

その他イベント
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●DA PUMP EVOLUTION TOUR 2014(復活ライブ)

イオンモール土浦 (茨城県)

けやきウォーク前橋 (群馬県)

イオンモール船橋 (千葉県)
イオンモール北戸田 (埼玉県)

リバーサイド千秋 (新潟県)

ピオニウォーク東松山 (埼玉県)
ラザウォーク甲斐双葉 (山梨県)

プレ葉ウォーク浜北 (静岡県浜松市)

イオンモール市川妙典 (千葉県)
イオンモール銚子 (千葉県)

イオンモール和歌山 (和歌山県)

ポートプラザ福山店（広島県)
イオンモール幕張新都心 (千葉県)

アミュプラザ鹿児島 (鹿児島県)

イオンモール春日部 (埼玉県)
●イオンモール浜松志都呂 (静岡県浜松市)
出演/それいけ!アンパンマンショー

●SBS静岡健康増進センター 公開講座2014 聞いてなるほど! いきいきライフ
出演/三屋裕子

●三菱電機60周年記念イベント(静岡市)

天下無敵の爆裂ライブin三菱電機
出演/テツandトモ U字工事

●イオンモール浜松志都呂 (静岡県浜松市)
出演/烈車戦隊トッキュージャーショー

●イオンモール土浦 (茨城県)
出演/タケカワユキヒデ

●平成26年度 静岡市戦没戦災等戦争犠牲者慰霊行事 第3部 遺家族慰安演芸会業務
出演/桑江知子 東京大衆歌謡楽団

●ジュビロ磐田 鹿児島デー ヤマハスタジアム
出演/英二

●小平町産業祭り (北海道 HBCラジオ公開録音)
出演/弾丸ジャッキー

●天下無敵の爆裂ライブin24時間テレビチャリティ応援イベント (イオンモール富士宮)
出演/タイムマシーン3号

●イオンモール土浦 (茨城県)

出演/日本エレキテル連合

●大樹町柏林公園まつり (北海道 HBCラジオ公開録音)
出演/藤川なお美

●GGコレクション イオンモール八事(愛知県名古屋市)
出演/麻倉未稀

●しずモテStyleイベント SBS静岡放送 イオンモール浜松志都呂
出演/どぶろっく

●イオンモール浜松志都呂(静岡県浜松市)

出演/ハピネスチャージプリキュア!ショー

●プレ葉ウォーク浜北(静岡県浜松市)
出演/𠮷岡亜衣加

●稲沢まつり(愛知県稲沢市)
出演/弾丸ジャッキー マーナ

●防犯フェア(浜松中央警察署/浜松中央地区防犯協会連合会)

●アクアウォーク大垣(岐阜県大垣市)

出演/みかん

●港南台バーズ(神奈川県横浜市) リニューアル4周年記念イベント
出演/古賀シュウ

●イオンモール東員 1周年記念イベント (三重県)
出演/我が家 古賀シュウ 小出真保

●大阪あべのハルカス ふじのくに 静岡・山梨物産展
出演/彦摩呂

●イオンモール浜松志都呂(静岡県浜松市)

出演/仮面ライダードライブ ショー

●第47回東海薬剤師学術大会 (静岡市民文化会館 中ホール)
出演/池田清彦

その他イベント
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●ホテルニューオータニ佐賀 ディナーショー (佐賀県)
出演/井上あずみ&ゆーゆ

●スミセイ さわやか介護セミナー (沼津 プラザヴェルデ/コンベンションホール)
出演/鎌田實

●(社)岳南法人会チャリティーコンサート 心の音 –ハートフルコンサート- 富士ロゼシアター (静岡県富士市)
出演/渡辺真知子

●イオンモール浜松志都呂(静岡県浜松市)

あなたのまちでごきげんよう! Go!プリンセスプリキュア ミニショー&握手会

プリンセス スタンプラリー
●プレ葉ウォーク浜北(静岡県浜松市)
出演/𠮷岡亜衣加

●浜岡原子力館 はまおかファンファンデー アニメ・特撮ソング (静岡県御前崎市)
出演/サイキックラバー 谷本貴義

●アミュエスト1周年 (福岡市博多区)

出演/高橋 愛

●天下無敵の爆裂ライブinイオンモール東員2 (三重県)
出演/神奈月

●天下無敵の爆裂ライブinイオンモール東員3 (三重県)
出演/コージー冨田

●ヤマハ発動機 グローバルカンファレンス パーティー
出演/今陽子

●イオンモール浜松志都呂(静岡県浜松市)
出演/Go!プリンセスプリキュア

●イオンモール浜松志都呂(静岡県浜松市)
出演/Honey L Days. COCOA

●イオンモール浜松志都呂(静岡県浜松市)
出演/ジュビロくんとジュビィちゃん

●ブラザーズ5 アルバム発売記念 インストアライブ (埼玉県 イオンモール越ヶ谷レイクタウン)
出演/杉田二郎 堀内孝雄 ばんばひろふみ 高山厳 因幡晃

●アメリカフェア(イオンモール幕張新都心)
出演/タケカワユキヒデ MATT CAB

●協和発酵 講演会(静岡県駿東郡長泉町)
出演/草野仁

●ルミソレ倶楽部発会式(静岡新聞社/沼津市)
出演/LiLiCo

●森口博子 30th Anniversary CD「I wish～君がいるこの街で～」発売イベント

イオンモール土浦(茨城県)

イオンモール佐野心都市(栃木県)

イオンモール日の出(東京都西多摩郡)
イオンモール津田沼(千葉県)

アクアウォーク大垣(岐阜県)

京急ショッピングプラザ ウイング上大岡/京急百貨店(神奈川県)
●いきいきライフ(静岡新聞社/静岡市)
出演/木の実ナナ

●千歳産業パーティ(静岡県 掛川パレスホテル)
出演/きくりん

●天下無敵の爆裂ライブin浜名湖(静岡県 浜名湖ボート)
出演/U字工事 じゅんいちダビットソン きくりん

●静岡市戦没戦災者等戦争被害者慰霊行事
出演/森本英世 岩崎愛子

●ミュージックパーティ(ケーブルテレビ/番組収録)
出演/elfin’

●ミュージックパーティ(ケーブルテレビ/番組収録)
出演/国安修司

●GGコレクション オープニングスペシャルライブ(イオンモール幕張新都心)

心の音 〜ハートフルコンサート〜
出演/タケカワユキヒデ 桑江知子 中村あゆみ 久宝留理子

●坂の上ファミリークリニック(静岡県浜松市 グランドホテル浜松)
出演/我が家

●小田原ダイナシティ インストアライブ(神奈川県小田原市)
出演/久宝留理子

その他イベント
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●家康公400年祭 駿府天下泰平まつり(静岡県静岡市 駿府公演)
出演/黒沢年雄 榎木孝明 ラサール石井 筧利夫 キャラクターショー タイ舞踊等

●イオンモール浜松志都呂店 花咲祭
仮面ライダードライブショー

Go!プリンセスプリキュアショー

手裏剣戦隊ニンニンジャーショー etc.

●すみせい さわやか介護セミナー(静岡県浜松市)
出演/太田光代

●浜松中央警察署 防犯展2015
●イオンモール浜松志都呂店
仮面ライダーゴーストショー

●イオンモール土浦(茨城県)
出演/TRITOPS

●イオンモール浜松志都呂店
出演/TRITOPS

●協和発酵 講演会(静岡県駿東郡長泉町)
出演/林家たい平

●イオンモール浜松志都呂 ハロウィンイベント制作協力
●浜松駅ビルメイワン イベント制作協力

●おとめ在月トークショー&ファッションショー(島根県松江市)
出演/河北麻友子

●蒼樹際「華火」静岡産業大学 磐田キャンパス学園祭

天下無敵の爆裂ライブin蒼樹際4
出演/小島よしお 髭男爵

●フランスフェア2015 (千葉県 イオンモール幕張新都心)
出演/石田純一

●はまおかファンファンデー (静岡県 浜岡原子力館)
NARUTO -ナルト- 疾風伝 ショー

●サンストリート浜北(静岡県浜松市) クリスマスツリー製作

●天下無敵の爆裂ライブinサンストリート浜北(静岡県浜松市)
出演/我が家 弾丸ジャッキー 小石田純一

●イオン南関東(東京都.神奈川県.千葉県.山梨県の一都三県）

抽選で選ばれたお客さまからの御客様にクリスマスプレゼントライブ(東京都渋谷区)
出演/井上あずみ&ゆーゆ

●豊橋駅ビル カルミア
ゲッターズ飯田が占ってくれる

●イオンモール越谷レイクタウン 元旦限定福袋
弾丸ジャッキーと小石田純一がお宅に行きネタをする権

相撲部屋 稽古見学とちゃんこ鍋体験

●イオン東海カンパニー 2016新春「自慢袋」正月福袋企画

静岡県.愛知県.三重県.岐阜県.長野県他のイオンで販売
ジュビロ磐田 ハイタッチが出来るペア観戦チケット(教室.ウォーミングアップをピッチで見学.サイン入りグッズ付き)

●中部電力 コラム「竹内純子の聞き得!エネルギーの玉手箱」静岡新聞/アステン.ビブレにてレギュラー掲載

●天下無敵の爆裂ライブinゆめシティ (山口県下関市)

出演/山本高広

●イオンモール浜松志都呂店
それいけ!アンパンマンショー

●はまおかファンファンデー (静岡県 浜岡原子力館)
出演/テツandトモ

●天下無敵の爆裂ライブin浜名湖18 (静岡県 浜名湖ボート)
出演/流れ星 石出奈々子

●ミュージックパーティ(ケーブルテレビ/番組収録)
出演/高橋りな

●2016希望郷 いわて国体 応援イベント(お台場/MEGA WEB トヨタシティショーケース／ライドワン等)
出演/杉村太蔵.上原浩治

●第57回 旭川冬まつり (北海道) HBCラジオ公開録音
出演/どぶろっく

●暮らしの玉手箱セミナー (静岡市)
出演/竹内純子

●ミュージックパーティ(ケーブルテレビ/番組収録) 特番/まるごと島谷ひとみ
出演/島谷ひとみ

その他イベント
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●北九州歯学研究会 40周年記念大会(福岡県福岡市)
出演/研ナオコ&ひとみ

●静清リハビリテーション病院全館オープン記念
リハビリ健康セミナー 〜心のリハビリは笑いから〜
出演/林家木久扇 桑野信義

●イオンモール浜松志都呂

mini album「心のままに～心のままに and sessions～」発売記念
島谷ひとみ ミニライブ

●イオンモール浜松志都呂
日本の愛唱歌アルバム「花の街」発売イベント
井上あずみミニライブ

●イオンモール浜松志都呂
動物戦隊ジュウオウジャーショー

●東京ドイツ村(千葉県)

mini album「心のままに～心のままに and sessions～」発売記念
島谷ひとみ ミニライブ

●伊勢志摩サミット開催記念

イオン みえ伊勢志摩フェア PR大使 キャスティング
出演/足立梨花

●伊勢志摩サミット開催記念

イオン みえ伊勢志摩フェア イオンモール越谷レイクタウン

出演/足立梨花

●伊勢志摩サミット開催記念

イオン みえ伊勢志摩フェア イオンモール東員
出演/足立梨花

●イオンモール浜松志都呂
それいけ!アンパンマンショー

●イオンモール浜松志都呂
魔法使いプリキュア!ショー

●浜岡原子力館
こどもの日イベント はまおかファンファンデー
出演/じゅんいちダビットソン

●安城産業文化公演デンパーク フラワーフェスティバル 2016
天下無敵の爆裂ライブ2
出演/どぶろっく

●JAバンク静岡CMソング

おさんぽ♪ 歌唱/ゆーゆ

●SBS静岡健康増進センター公開講座2016 聞いてなるほど！いきいきライフ
出演/池畑慎之介

●世界のいいものイオンから AEON WORLD FASTA

アメリカフェア (イオンモール越谷レイクタウン)
出演/橋本マナミ

●第111回 浜松商業高等学校同窓会総会

浜商OB OGまつり (グランドホテル浜松)

出演/タケカワユキヒデ

●浜松市千歳町 夢中国 5周年記念パーティ
出演/セニョール玉置

●ルミソレ倶楽部発会式(静岡新聞社/沼津市)
出演/戸田恵子

●つべつ夏まつり HBCラジオ公開録音 北海道 津別町
出演/島谷ひとみ 流れ星

●ヤクルトプレゼンツ 静岡新聞健康講座(静岡県浜松市)
出演/佐伯チズ

●浜岡原子力館 はまおかーニバル
出演/ニッチェ

●北竜町ひまわりまつり HBCラジオ公開録音 北海道 雨竜郡北竜町
出演/U字工事

●松戸けいりん 平成28年熊本地震被災支援競輪

第59回オールスター競輪【GⅠ】

出演/半田健人(仮面ライダー555 乾巧役)

その他イベント
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その他イベント

●松戸けいりん 平成28年熊本地震被災支援競輪

第59回オールスター競輪【GⅠ】
出演/新田恵利

●浜松工業高等学校 浜工OB&OG祭 (オークラアクトシティ浜松)

●SBS静岡健康増進センター公開講座2016 聞いてなるほど！いきいきライフ
出演/森末慎二

●ミュージックパーティ(ケーブルテレビ/番組収録)
出演/井上あずみ

●イオンGGコレクション (イオンモール越谷レイクタウン)
出演/八神純子 石野真子 真木ひでと 劇団魁

●イオンイタリアフェア (イオン幕張新都心)
出演/ベリッシモ・フランチェスコ

●VR Center グランドオープンPRイベント (イオン越谷レイクタウン)
出演/コロコロチキチキペッパーズ

●第25回 寛仁親王牌 世界選手権記念トーナメント (前橋競輪場 前橋グリーンドーム)
出演/松崎しげる (国家斉唱＋α)

●イオンモール下田 (青森県)
出演/タケカワユキヒデ

●イオン北海道フェア (イオン越谷レイクタウン)
出演/藤本美貴

●安城産業文化公演デンパーク 2016秋穫祭

天下無敵の爆裂ライブ3
出演/ずん

●浜松中央警察署 防犯展2016

●アクアクララ 会員様限定招待企画 浜松市
出演/書道家「晃鳳」 和楽器演奏ユニット「僖響」

●やまぐち★政策アイデアコンテスト (山口県山口市)
出演/AKB48 チーム8 山口県代表 下尾みう

●ボジョレーヌーボー解禁 PRイベント (イオンモール品川シーサイド)

出演/平野ノラ

●蒼樹際「ピース」静岡産業大学 磐田キャンパス学園祭

天下無敵の爆裂ライブin蒼樹際5
出演/スギちゃん わらふぢなるお

●JA静岡 女性大会 (制作協力)
出演/井上あずみ

●イオンモール銚子 (千葉県)

出演/八神純子

●はまおかファンファンデー (静岡県御前崎市)
出演/永野 シオマリアッチ

●ネッツトヨタ北見 新春イベント (北海道)
出演/ニッチェ

●ミュージックパーティ(ケーブルテレビ/番組収録)
出演/門倉有希

●中部電力 コラム「竹内純子の聞き得!エネルギーの玉手箱」静岡新聞/アステン.ビブレ掲載

出演/竹内純子

●第58回 旭川冬まつり (北海道) HBCラジオ公開録音
出演/永野 ホリ 他

●もんべつ流氷まつり (北海道)
出演/ジャガーズ

●イオンモール越谷レイクタウン mori
出演/サクソフォンクインテット「Five by Five」

●安城産業文化公園デンパーク20周年

天下無敵の爆裂ライブ4
出演/カミナリ ニルベース斎藤

●イオン自慢袋(福袋)
ジュビロ磐田 選手と一生の想い出作り

静岡ダービー ジュビロ磐田VS清水エスパルス

●安城産業文化公園デンパーク20周年
天下無敵の爆裂ライブ5

出演/パーマ大佐

●ＮＥＷガールズユニット「Ｃ；ＯＮ（シーオン）」

1stシングル『永遠～eiーen～』発売記念ミニライブ (イオン越谷レイクタウン)
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●安城産業文化公園デンパーク20周年

天下無敵の爆裂ライブ6
出演/ANZEN漫才

●安城産業文化公園デンパーク20周年

天下無敵の爆裂ライブ7
出演/タイムマシーン3号.サンシャイン池崎.マービンJr

●イオンモール浜松志都呂
出演/キラキラ☆プリキュアアラモード ショー

●アクアクララ 会員様限定招待企画 名古屋
出演/書道家「晃鳳」 和楽器演奏ユニット「僖響」

●日本化薬ふれあい祭 (群馬県高崎市)
出演/流れ星

●夢中国 ものまねライブ ((浜松市)
出演/亘哲平

●ダスキン土浦50周年記念式典 (茨城県神栖市)
出演/原口あきまさ

●ベトナム☆ハノイフェア (埼玉県 イオン越谷レイクタウン)
出演/杉良太郎

●シクラメン キャンペーン 静岡県にて2日間

●シクラメン静岡ライブ
うちっちお邪魔します! 楽しみだら〜♪ (浜松市 サンストリート浜北)

出演 シクラメン

●ユートピアカワムラ ジャンボまつり (北海道)
天下無敵の爆裂ライブ
出演 古賀シュウ

●ルミソレ倶楽部発会式 (静岡新聞社/沼津市)
出演/薬丸裕英

●TOKAI ケーブルネットワーク
ミュージックパーティ 公開録画

出演 C;;ON

●SBS静岡健康増進センター公開講座2016 聞いてなるほど！いきいきライフ

出演/石原良純
●つべつ夏まつり 北海道/HBCラジオ公開録音
出演/八神純子 カミナリ

●JA宮崎中央 誕生20周年 特別企画
出演 前川清

●ちゅうでん サイエンス・フォーラム2017 (御前崎市)
出演 野口健

●天下無敵の爆裂ライブin浜名湖19 (静岡県 ボートレース浜名湖)
出演 永野 ANZEN漫才

●安城産業文化公園デンパーク20周年
天下無敵の爆裂ライブ8
出演/ブルゾンちえみwithB バッドナイス常田

●清里ふるさと産業まつり (北海道 HBCラジオ公開録音)

出演/渡辺真知子 じゅんいちダビットソン

●G.G グランド・ジェネレーションズ・コレクション2017 (イオンモール越谷レイクタウン)
出演/つのだ☆ひろ コンド55歳(五十嵐浩晃.なかざわけんじ+ex.H2O-)

●六本木ヒルズ いちほまれ誕生祭 (主催.福井県)
出演/花原あんり

●寛仁親王牌 世界選手権トーナメント GⅠ (前橋競輪)
出演/永野

●みしま子育て支援フェア (イトーヨーカドー三島店)

SBSテレビ「Soleいいね!」公開生放送
出演/いとうまゆ

●なみえ秋祭り なみえ音楽祭 (福島県双葉郡浪江町)
出演/タケカワユキヒデ(ゴダイゴ)

●はまおかファンファンデー (浜岡原子力館)
出演/ダブルネーム

●天下無敵の爆裂ライブinフォレオ大津一里山 (滋賀県)

出演/タイムマシーン3号

●安城産業文化公園デンパーク20周年

天下無敵の爆裂ライブ9
出演/永野 お見送り芸人しんいち

その他イベント
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●蒼樹際 静岡産業大学 磐田キャンパス学園祭

天下無敵の爆裂ライブin蒼樹際6
出演/カミナリ パーマ大佐 ニルベース斎藤

●平成29年度 子供合唱アカデミー (藤枝市)
出演/井上あずみ 古寺ななえ

●磐田ロータリークラブ Xmasパーティ (静岡県磐田市)
出演/太田圭亮

●ボートレース浜名湖 (静岡県)
出演/蝶野正洋

●天下無敵の爆裂ライブinフォレオ大津一里山2 (滋賀県)
出演/アイデンティティ

●天下無敵の爆裂ライブinネッツトヨタ北見 (北海道)
出演/髭男爵 ゴージャス

●イオンモール浜松志都呂
出演/仮面ライダービルド ショー

●天下無敵の爆裂ライブinアスクゲート (北海道)
出演/アイデンティティ パーマ大佐

●asten 暮らしの玉手箱セミナー
出演/竹内純子

●第59回 旭川冬まつり (北海道 HBCラジオ公開録音)

出演/ブルゾンちえみwithB 中村涼子 他

●天下無敵の爆裂ライブinもんべつ流氷まつり (北海道)
出演/アイデンティティ

●TOKAI ケーブルネットワーク
ミュージックパーティ 公開録画
出演/桜井はやと

●イオン越谷レイクタウン mori
出演/中西保志

●安城産業文化公園デンパーク20周年

天下無敵の爆裂ライブ10
出演/メイプル超合金 かもめんたる

●安城産業文化公園デンパーク

天下無敵の爆裂ライブ11
出演/ハライチ

●株式会社天蜂建設 30周年記念式典

出演/太田圭亮

●イオンモール旭川西
出演/井上あずみ&ゆーゆ

●安城産業文化公園デンパーク
天下無敵の爆裂ライブ12
出演/にゃんこスター 中村涼子

●浜岡原子力館イベント
出演/カミナリ お見送り芸人しんいち

●天下無敵の爆裂ライブinフォレオ大津一里山3 (滋賀県)
出演/サンシャイン池崎 マービンJr

●SBS静岡健康増進センター公開講座2018 聞いてなるほど！いきいきライフ
出演/未唯mie

●競輪.チャンピオン スペシャル対談
出演/槙原寛己 (元読売巨人軍)

●ルミソレ倶楽部発会式(沼津市)

出演/東幹久

●SBS静岡健康増進センター公開講座2018 聞いてなるほど！いきいきライフ
出演/東尾 修

●つべつ夏まつり (北海道/HBCラジオ公開録音)
出演/森口博子

●イオンモール浜松志都呂
出演/HUGっと!プリキュア ショー

●なみえの夏まつり (福島県浪江町)

出演/カミナリ 東京ホテイソン

●浜岡原子力館イベント
出演/メイプル超合金 三拍子

●清里ふるさと産業まつり (北海道 HBCラジオ公開録音)
出演/伍代夏子 どぶろっく

その他イベント
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●TOKAI ケーブルネットワーク

ミュージックパーティ 公開録画
出演/マグロニカン from ゆーゆ

●G.G グランド・ジェネレーションズ・コレクション2018 (イオンモール越谷レイクタウン)
出演/堀内孝雄 久宝留理子 高山厳

●競輪.チャンピオン スペシャル対談

出演/岡井千聖 (元℃-ute)

●平成30年度 子供合唱アカデミー (藤枝市)
出演/タケカワユキヒデ 古寺ななえ

●しれとこ産業まつり (北海道斜里郡)
出演/門倉有希

●みしま子育て支援フェア (イトーヨーカドー三島店)

SBSテレビ「Soleいいね!」公開生放送
出演/井上あずみ

●2018 なみえ音楽祭 (福島県浪江町)
出演/水木一郎 古賀シュウ

●浜松中央警察署 防犯展2018
●浜岡原子力館 秋のイベント 制作協力

●第64回 ええじゃないか豊橋まつり
出演/U字工事

●競輪.チャンピオン スペシャル対談

出演/U字工事

●株式会社前田機工 創業60周年(山口県長門市)
出演/みはる

●蒼樹際 静岡産業大学 磐田キャンパス学園祭

天下無敵の爆裂ライブin蒼樹際7
出演/古賀シュウ 新宿カウボーイ 小出真保 むらせ

●株式会社前田機工 家族慰安(東京都 新宿京王プラザホテル)
出演/みはる

●TOKAI ケーブルネットワーク ミュージックパーティ 公開録画
出演/宮本美希

●イオンモール浜松志都呂
出演/おしりたんてい なぞときショー

●イオン越谷レイクタウン (埼玉県)
出演/おしりたんてい なぞときショー

●ヒルズウォーク徳重(愛知県名古屋市)

天下無敵の爆裂ライブ
出演/アイデンティティ

●イオンモール浜松志都呂
出演/怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー ショー

●浜岡原子力館イベント (静岡県御前崎市)
出演/小島よしお ガリベンズ矢野

●天下無敵の爆裂ライブinネッツトヨタ北見 (北海道)
出演/神奈月 古賀シュウ

●天下無敵の爆裂ライブinアスクゲート (北海道)
出演/U字工事

●イオンモールつくば (茨城県)インナーイベント
出演/マッチョ29

●第60回 旭川冬まつり (北海道 HBCラジオ公開録音)
出演/ANZEN漫才 足立佳奈 他

●天下無敵の爆裂ライブinもんべつ流氷まつり (北海道 HBCラジオ公開録音)

出演/平野ノラ バットナイス常田 セニョール玉置

●ももいろクローバーZ 

福島県浪江町 復興支援活動協力

●トコカラグンプリ グランドチャンピオン大会

TOKAIケーブルネットワーク (静岡県 三島市民文化会館)
出演/島谷ひとみ 他

●イオンモール浜松志都呂
出演/騎士竜戦隊リュウソウジャー ショー

●イオンレイクタウン kaze (埼玉県)
出演/新里宏太

●由紀さおり・安田祥子 みんなのコンサート (福島県本宮市)
本宮市地域交流センター「MoCo station」落成記念&FM モットコム移設記念

その他イベント
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●テレビ番組 燃えよ浜松まつり
2019年/ぐっちゃん 2018年/ゆうたろう 2017年/そうすけ(360°モンキーズ).かねきよ(新宿カウボーイ)

2016年/古賀シュウ 2015年/小石田純一 2014年/八幡カオル

2013年/サワー沢口 2012年/アダモちゃん 2010年/ビックスモールン

2011年/震災で中止 2009年/ヴィンテージ 2008年/弾丸ジャッキー

2007年/坂本ちゃん 2006年/タイムマシーン３号 2005年/坂本ちゃん

●イオンレイクタウン mori (埼玉県)
出演/ビリーバンバン

●イオンレイクタウン kaze (埼玉県)
森口博子『GUNDAM SONG COVERS』

カバーアルバム発売イベント
●イオンレイクタウン mori (埼玉県)
出演/中孝介

●イオンモール旭川駅前 (北海道)

出演/きつね

●テラスウォーク一宮 (愛知県)
森口博子『GUNDAM SONG COVERS』

カバーアルバム発売イベント

●つべつ夏まつり (北海道/HBCラジオ公開録音)
出演/メイプル超合金

●レイクウォーク岡谷 (長野県)

森口博子『GUNDAM SONG COVERS』

カバーアルバム発売イベント
●イオンモール浜松志都呂
出演/スター☆トゥインクルプリキュアショー

●オールスター家族対抗歌合戦 (BSフジ/制作協力)
出演/井上あずみファミリー

●ホートレース浜名湖
出演/武尊 –TAKERU-

●北竜町 ひまわりまつり (北海道 HBCラジオ公開録音)
出演/石原詢子

●イオンレイクタウン mori (埼玉県)
島谷ひとみ

デビュー20周年 ミニアルバム発売記念 ミニライブ

●なみえの夏まつり (福島県浪江町)
天下無敵の爆裂ライブ

出演/サンドウィッチマン 如月琉

●イオンレイクタウン mori (埼玉県)
出演/Chuning Candy

●イオンレイクタウン mori (埼玉県)
出演/MALTA (SAX)

●イオンレイクタウン mori (埼玉県)
出演/MELLOW MELLOW

●本宮市 夏まつり (福島県本宮市)

天下無敵の爆裂ライブ
出演/神奈月 サイクロンZ 新宿カウボーイ

●浜岡原子力館イベント (静岡県御前崎市)
出演/夢屋まさる 脳みそ夫 お侍ちゃん

●某品川ホテル 家族慰安イベント
出演/テツandトモ

●イオンレイクタウン mori (埼玉県)

岩崎宏美

アルバム発売記念イベント
●イオンレイクタウン kaze

24時間テレビ42「愛は地球を救う」チャリティーイベント
出演/タケカワユキヒデ 楠瀬誠志郎 テーマパークガール

八幡カオル お見送り芸人しんいち

●イオン北見 (北海道)
天下無敵の爆裂ライブ

出演/Mr.シャチホコ

●清里町ふるさと産業まつり (北海道 HBCラジオ公開録音)
出演/Mr.シャチホコ

その他イベント
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●ピオニウォーク東松山 (埼玉県)
森口博子『GUNDAM SONG COVERS』

カバーアルバム発売イベント
●G.G グランド・ジェネレーションズ・コレクション2018 (イオンモール越谷レイクタウン)
出演/水木一郎 石川ひとみ

●福井まるごと収穫祭 (東京都 有楽町駅前広場)

出演/井上あずみ

●ラザウォーク甲斐双葉 (山梨県)
森口博子『GUNDAM SONG COVERS』

カバーアルバム発売イベント

●イオンレイクタウン mori (埼玉県)
小柳ゆき 新曲発売イベント

●イオンレイクタウン mori (埼玉県)

10月2日 レイクタウンの日 艶歌まつり

出演/角川博 大下香奈 二見颯一 桜井はやと

●みしま子育て支援フェア (イトーヨーカドー三島店)
SBSテレビ「Soleいいね!」公開生放送
出演/いとうまゆ

●イオンレイクタウン mori (埼玉県)

BackGammon/戸田恵子 トーク&ライブ (台風中止)

●スバル感謝祭 (群馬県)

出演/U字工事

●イオンモール浜松志都呂

15周年祭
出演/室井佑月 プラチナボーイズ

●アイモール三好 (愛知県)

天下無敵の爆裂ライブ in アイモール三好
出演/どぶろっく

●柿田川サントムーン (静岡県三島市)

森口博子『GUNDAM SONG COVERS』

カバーアルバム発売イベント
●イオンモール堺鉄砲町 (大阪)

Chay アルバム発売イベント
●イオンモール銚子 (千葉県)

森口博子×鮎川麻弥

「追憶シンフォニア/果てないあの宇宙へ」発売記念

ミニライブ&握手会
●イオンモール和歌山

森口博子『GUNDAM SONG COVERS』

カバーアルバム発売イベント

●エネルギーシンポジウムin静岡
出演/別所哲也 etc.

●イオンレイクタウン mori
LE VELVETS

最新アルバム「WORLD MUSICAL」発売記念

ミニライブ&ハイタッチ会
●レイクウォーク岡谷 (長野県)

小柳ゆき 新曲発売 ミニライブ&特典会
●イオンレイクタウン mori (埼玉県)
荒牧陽子 アルバム発売イベント

●某企業 周年祝賀パーティー (グランドホテル浜松)

出演/サイクロンZ 太田圭亮

●TOKAI ケーブルネットワーク (静岡県藤枝市)

ミュージックパーティ 公開録画
出演/森口博子

●サントムーン柿田川 (駿東郡清水町)
プラチナボーイズ 1st Single「君へ届け」発売記念ミニライブ&特典会

●伊東温泉けいりん (静岡県伊東市)
出演/水木一郎

●イオンレイクタウン mori (埼玉県)
プラチナボーイズ 1st Single「君へ届け」発売記念 ミニライブ&特典会

●スペシャルブッフェショー (伊良湖大津プリンスホテル)
出演/りんごちゃん

●イオンモール銚子 (千葉県)
プラチナボーイズ 1st Single「君へ届け」発売記念 ミニライブ&特典会
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●イオンモール銚子 (千葉県)
小柳ゆき 新曲発売 ミニライブ&特典会

●イオンレイクタウン mori (埼玉県)
竜馬四重奏 ミニライブ&特典会

●ネッツトヨタ北見 (北海道)
出演/永野 小出真保

●イオンレイクタウン kaze
レイクタウン爆裂ライブ
出演/ティモンディ ラジャンタイ

●岳南法人会チャリティーコンサート (静岡県富士市)
心の音 〜ハートフルミュージック〜 誰にでも心に残る音はある
杏里コンサート

●イオンレイクタウン kaze (埼玉県)
森口博子×鮎川麻弥

「追憶シンフォニア/果てないあの宇宙へ」発売記念

ミニライブ&握手会
●イオンレイクタウン mori (埼玉県)
Lead ニューシングル発売記念

フリーライブ&特典会
●アスクゲート新年会 (北海道)
出演/日本エレキテル連合

●イオンレイクタウン kaze (埼玉県)
中村中 ミニライブ&特典会

●イオンモール旭川駅前店 (北海道)
プラチナボーイズ

1st Single「君へ届け」発売記念

ミニライブ&特典会

●プラチナボーイズ

北海道キャンペーン ラジオ.新聞取材

●旭川冬まつり (北海道)

HBCラジオ公開録音
出演/りんごちゃん プラチナボーイズ

●もんべつ流氷まつり (北海道)
出演/カミナリ

●浜松中央警察署 防犯展2019

●浜岡原子力館イベント (静岡県御前崎市) コロナウィルスにより中止

出演/ティモンディ ゾフィー

●イオンレイクタウン kaze (埼玉県) コロナウィルスにより中止
出演/lol

●イオンレイクタウン kaze (埼玉県) コロナウィルスにより中止
出演/風男塾

●イオンレイクタウン kaze (埼玉県) コロナウィルスにより中止
出演/宮田悟志

●燃えよ浜松まつり テレビ特番 コロナウィルスにより中止

●浜松中央警察署 防犯展2019

●サントムーン柿田川 (駿東郡清水町)
出演/タケカワユキヒデ(ゴダイゴ) コロナウィルスにより中止

●サントムーン柿田川 (駿東郡清水町)
出演/サワー沢口 コロナウィルスにより中止

●テレビ宮崎 50周年記念イベント&特番
出演/りんごちゃん コロナウィルスにより中止

●イオンモール銚子 (千葉県)
天下無敵の爆裂ライブ
出演/ホリ コロナウィルスにより中止

●SBS静岡健康増進センター講座2020 聞いてなるほど！いきいきライフ
出演/高橋英樹

●SBS静岡健康増進センター講座2020 聞いてなるほど！いきいきライフ
出演/河野景子

●福井県福井県産米 令和2年産「いちほまれ」PR及び「2020福井米キャンペーン」CM

出演/本田望結.本田紗来

●浜松中央警察署 防犯展2020
●もとみやライトアップ 笑店街(福島県本宮市)
出演/テイモンディ お見送り芸人しいち コロナウィルスにより延期
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●静岡まつり 大御所花見行列
加藤 諒 前川泰之 西郷輝彦 松田悟志 筧 利夫 錦野 旦 大和田伸也 太川陽介

金子貴俊 加藤 茶 野村将希 あおい輝彦 藤岡 弘 羽賀研二 黒沢年男 榎本孝明

●山口県ぶちうまサイネージ地産地消啓発映像ナレーション
Na/早見沙織 (声優/鬼滅の刃.胡蝶しのぶ役 他多数)

●SBSテレビ「お買い物いいね!」「soleいいね!」「静岡発そこ知り」制作協力

●SBSラジオ「ふくわうち」月間プレゼント 「しずおか市町対抗駅伝」協力

●ボートレース多摩川 YouTube/公式チャンネル「どちゃんこTV」
出演/JOY

●蒼樹際 静岡産業大学 磐田キャンパス学園祭
天下無敵の爆裂ライブin蒼樹際8 都内撮影/編集/当日公開
出演/ナイツ.お見送り芸人しんいち

●浜松中央警察署 防犯展2021
●ジュビロ磐田 スタジアムでメッセージ動画

出演/ハラミちゃん

●山口放送 元気創出!やまぐち
Na/早見沙織 (声優/鬼滅の刃.胡蝶しのぶ役 他多数) 

●某企業忘年会 磐田グランドホテル

天下無敵の爆裂ライブ
出演/新宿カウボーイ.お見送り芸人しんいち

●某企業新年会 北海道旭川市

天下無敵の爆裂ライブ
出演/りんごちゃん

●夕陽日本一「 西伊豆町」夕映えの響き 西伊豆町フェス!  (安城岬ふれあい公園)
出演/タケカワユキヒデ 他

●長泉町健康つくりイベント “毎日5分”スキマ体操 スキトレ (イベント/収録) 静岡県駿東郡長泉町
出演/原川愛 (NHKテレビ体操 NHKみんなの体操/現.弊社預かり)

●福井米「いちほまれ」シンボルサポーターズ (福井県) YouTubeチャンネル/タイアップ半年間
出演/タイムマシーン3号

●2022本宮市春まつり (福島県本宮市)
出演/島谷ひとみ

●ボートレース浜名湖 (静岡県浜松市)
出演/神奈月

●沖縄フェア イオンレイクタウン mori (埼玉県越谷市)
出演/NANA (MAX)

●テッセイのそうじゃ総社!/FMくらしき (東京収録)

出演/島谷ひとみ

●テッセイのそうじゃ総社!/FMくらしき (東京収録)
出演/原川愛

●ボートレース下関 タイアップ企画 8ヵ月間 (山口県下関市)
仮面ライダーBLACK SUN

●駿府城夏まつり「ナツゲキ」 (主催 静岡市.SBS静岡放送.静岡新聞社)

天下無敵の爆裂ライブinナツゲキ
出演/きつね 東京ホテイソン ゾフィー あぁ〜しらき お見送り芸人しんいち など

●企業懇親会 パーティアトラクション (浜松市内ホテル) コロナで中止
出演/古賀シュウ

●TOKAI ケーブルネットワーク (静岡県藤枝市)
ミュージックパーティ 収録
出演/島谷ひとみ

●清水エスバルス VS 湘南ベルマーレ戦 (IAIスタジアム日本平)
出演/島谷ひとみ

●2022 のんのこ諫早まつり (長崎県)
出演/古賀シュウ

●島谷ひとみ スペシャルライブ 新譜「Mystic World」発売記念 (ららぽーと磐田)
出演/島谷ひとみ

●イオンレイクタウン周年祭 mori (埼玉県越谷市)
出演/ゆうちゃみ

●小柳ゆき スペシャルライブ カバーアルバム発売記念 (ららぽーと磐田)
出演/小柳ゆき

●夕陽日本一「 西伊豆町」夕映えの響き 西伊豆町フェス!  (安城岬ふれあい公園)
出演/久宝留理子 りんごちゃん 新宿カウボーイ CRaNE 伊藤奈々子 ブラックサタン 風船の魔術師バルーンマン 他

●SBSマイホームセンタープレゼンツ もんどのGOGO!マイホームセンター 公開生放送 (静岡市袋井市)
出演/TIM

●井上あずみ&ゆーゆ ファミリーコンサート(宮城県/七ヶ浜国際村 国際村ホール
出演/井上あずみ&ゆーゆ
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●FTS創立80周年イベント(愛知県 豊田スタジアム)

天下無敵の爆裂ライブinFTS2
出演/永野 エイトブリッジ

●天下無敵の爆裂ライブinなゆた・浜北 (静岡県浜松市/会館自主)
出演/神奈月 古賀シュウ アイデンティティ

●島谷ひとみ スペシャルライブ 新譜「Mystic World」発売記念 (ピオニウォーク東松山/埼玉県)

出演/島谷ひとみ

●大安フェスタ2022 (三重県 神戸製鋼)
出演/ビューティーこくぶ 暴太郎戦隊ドンブラザーズ ブラックサタン

●蒼樹際 静岡産業大学 磐田キャンパス学園祭
出演/ラックライフ CRaNE 伊藤菜々子

●四日市競輪 開設71周年記念 泗水杯争奪戦 天下無敵の爆裂ライブ
出演/永野

●静岡けいりん F1ガールズケイリン「オタクな鈴木酒店と臥龍梅杯」

出演/トム・ブラウン

●ものまね三銃士「KING」 スペシャルライブ (ホテルラシーネ新前橋)
出演/Mr.シャチホコ ななみなな 英明

●福島県本宮市イベント
出演/お見送り芸人しんいち 東京ホテイソン

●JAMBOREE 〜Team Dance Contest〜 イオンレイクタウンmori
出演/DRAVIL/LEE MINHYUK/HAL/RICKY/TOMOKA/CHIKA/YAS 他

●東京都事業 子供を笑顔にするプロジェクト 江藤区立第七砂町小学校
出演/井上あずみ

●ものまね三銃士「KING」 スペシャルライブ (宇都宮市文化会館) (主催の希望により中止)
出演/Mr.シャチホコ ななみなな 英明 響野じゅん子(特別出演)

●民生委員/児童委員/感謝状贈呈式/委嘱状伝達式 (制作協力)
●EGAO SUPER LIVE 品川.Stellar Ball (制作協力)
出演/Micro from Def Tech/UL(KICK THE CAN CREW)/KOW ICHI/DRAVIL 他

●テラスモール松戸 (制作協力)

出演/島谷ひとみ

●静岡ブルーレヴス(ラクビー) ホスト開幕戦 ヤマハスタジアム
出演/小柳ゆき

●NewYear2023 バトルフェスティバル (2日間) ボートレース下関
仮面ライダープレイランド レジェント仮面ライダーショー 他

●静岡市歴史博物館 オープニングイベント
出演/房野史典(ブロードキャスト!!)

●東京都事業 子供を笑顔にするプロジェクト 東京都立大泉特別支援学校
出演/井上あずみ

●BS11「Anison Days」 (ブッキング)
出演/小柳ゆき

●福井米「いちほまれ」シンボルサポーターズ (福井県) 2022年度 YouTubeチャンネル/タイアップ半年間
出演/タイムマシーン3号

●伊達緑丘高等学校 卒業式 (北海道)
出演/りんごちゃん

●東京都事業 子供を笑顔にするプロジェクト お台場
出演/井上あずみ

●安城産業文化公園デンパーク 碧海信用金庫presents
出演/井上あずみ ゆーゆ

●道の駅なみえ 2周年イベント (福島県浪江町)
天下無敵の爆裂ライブinなみえ4
出演/レッッゴーよしまさ 小出真保 むらせ

●道の駅なみえ 2周年イベント (福島県浪江町) 新酒発表会
出演/西村まどか にほんしゅ

●近江大行進 (滋賀県/大型 音楽フェス) 延期
出演/島谷ひとみ

●福井米「いちほまれ」シンボルサポーターズ (福井県) 2023年度 YouTubeチャンネル/タイアップ半年間
出演/タイムマシーン3号

●天下無敵の爆裂ライブinLUCKY FESTA (静岡県駿東郡/サントムーン柿田川)
出演/神奈月

●諸口神社祭典 SBSラジオ公開録音 (沼津市戸田)
出演/永井みゆき ななみなな

●フルタクリニック 開院10周年パーティー (エクシヴ軽井沢)
出演/新宿カウボーイ

●静岡アンティークフェス Old Treasure (静岡市 駿府公園)
出演/バッドボーイズ 冨士彦 (静岡県済みます芸人) その他 沢山の現場で御世話になっています。
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●弘法の湯/アジャンタインドカリ店 伊豆長岡 CM
SBSテレビ「soleいいね!」 SBSラジオ「鉄崎幹人のWASABI」他

●ボートレース浜名湖 (静岡県浜松市)
出演/仮面ライダーギーツ ショー

●ボートレース下関 タイアップ企画 (山口県下関市)
劇場版 シティーハンター 天使の涙 (エンジェルダスト)

●SBSテレビ 燃えよ浜松まつり2023 浜松の空に大凧が舞う! 
出演/古賀シュウ Principal 

●ボートレース浜名湖 七変化爆笑ライブ (静岡県浜松市)
出演/JP

●GTG アワード2023 (群馬県/高崎芸術劇場大ホール)
出演/DA PUMP

●沼津市制100周年イベント
出演/トータルテンボス トレンディエンジェル 冨士彦 さこリッチ ぬまんず

●超ナツ夏祭 イオンモール浦和美園 3日間 (埼玉県)
出演/井上あずみ 島谷ひとみ ハジ→ プラチナボーイズ 703号室 マグロニカン

CRaNE 伊藤奈々子 Principal 

●福井米「いちほまれ」イメージキャラクター契約 (福井県)
出演/大島優子

インストアライブ (各種ショッピングモール他)

プロダクション/レコード会社さんからの依頼で弊社が担当窓口とし実施させて頂きました。

DA PUMP( 全国15会場) MAX（関東）島袋寛子（関東）今井絵理子（関東）Lead（関東）
森口博子（全国）華原朋美（関東）タケカワユキヒデ（全国/ゴダイゴ）中村あゆみ（関東）久宝留理子（全国）
研ナオコ&ひとみ（全国）島谷ひとみ（全国）八神純子（関東）アイドリング！（全国）新里宏太 (全国)
堀内孝雄 (関東) スマイレージ(現アンジュルム) 井上あずみ（全国）マグロニカン(全国/井上あずみ実娘)

楠瀬誠志郎 (関東) 小柳ゆき (全国) 岩崎宏美 (関東) ブラザーズ5（堀内孝雄.ばんばひろふみ.因幡晃.杉田二郎.

高山厳) (関東) Chay (関西) LE VELVETS (関東) 荒牧陽子 (関東) プラチナボーイズ(全国) 竜馬四重奏(関東) 
中村中(関東) ハジ→ (全国) 703号室(全国) なかねかな(全国) Principal (全国) etc.

単発含めその他 沢山のアーティストさん

その他沢山の現場で御世話になっています。


