
JANUARY 
■NHK「世界はほしいモノにあふれてる」-コーディネーション	
■WOWOW	「第６０回グラミー賞	」-コーディネーション	/中継技術協力	
■TBS「PGA	SENTURY	TOUNAMENT	OF	CHANPIONS	」-技術協力	

■NHK	Eテレ「スーパープレゼンテーション」-技術協力	
■フジテレビ	「世界未解決事件」-技術協力　	

■テレビ朝日「錦織圭」-技術協力	
■	PGA	SONY	OPEN	GOLF@HAWAII	-中継技術協力	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-技術派遣	

	

FEBRUARY 
■	NY	「抹茶イベント」-写真撮影	
■	NY	「ジャズイベント」-撮影	
■TAKESHI	ASAI	PROJECT	–PV制作＆撮影	

■NHK	4K	SUPER	SOUND	OF	JAZZ「リー・リトナー」-技術協力	
■テレビJAPAN	キャッチ！	「世界のトップニュース＠NYC」-技術協力	

■日本テレビ	火曜サプライズ「デビ夫人お宅訪問	」-撮影協力	
■日本テレビ	「第５３回SUPER	BOWL	@	MINEAPOISE」-中継技術協力	
■テレビ朝日	MLB	SPRING	TRAINING	-技術派遣	

■NEW	YORK	FASHION	WEEK	-技術協力	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-技術派遣	

MARCH 
■TAKESHI	ASAI	PROJECT	「ソロピアノコンサート」-撮影	
■TAKESHI	ASAI	PROJECT「WISHING	YOU	WERE	SOMEHOW	HERE	AGAIN」-PV制作＆撮影	
■WOWOW「映画工房」CHILDREN’S	FILM	FESTIVAL	–コーディネーション	

■NHK	BS	「MLB	LAA@OAK	-中継技術協力	
■テレビ朝日	MLB	SPRING	TRAINING	-技術派遣	

■TEMPUR	CM	-技術協力	
■PONY2018	-技術協力	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-技術派遣	

APRIL 
■TAKESHI	ASAI	PROJECT	「ソロコンサートCDリリース」-インタビュー制作/撮影	
■NHK	BS「MLB	LAA@OAK」-中継技術協力	
■TBS「PGM	MASTER’S18」-中継技術協力	

■イベント　NAB2018	/	JOHN	REGEND	TIME	FRAME	-技術協力	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-技術派遣		

MAY 
■平成30年度東京都観光レップ	PR動画(一般層、富裕層)	-制作/	撮影	
■NEW	YORK	PREMIER「Dead	Pool2」-コーディネーション/撮影	

■映画「空母いぶき」セカンド・ユニット	-コーディネーション/撮影	
■K&L「NIKON」CM	-コーディネーション	

■NHK	BS1	「PGA	THE	PLAYERS	CHAMPIONSHIP」-中継技術協力	
■NHK	BS1	「MLB	中継」-中継技術協力	
■NHK	Eテレ「マイケル・サンデル白熱教室」-技術協力	

■フジテレビ「TGCファッションセレモニー」-技術協力	
■テレビJAPANキャッチ「世界のトップニュース＠NYC」-技術協力	

■テレビ東京ワシントンDC支局	-技術派遣	
 

JUNE 
■	FASHION	SHOOT「GRACE	CONTINENTAL」-コーディネーション/	撮影	
■DEAN	&	DELUCA	JAPAN	冊子「NYの人と食に出会う旅」-コーディネーション	

■CBCテレビ「ゲンバビト」いきなりステーキ　-コーディネーション	
■イベント・マルチ中継収録＠LONDON	

■NHK	BS1	「PGA	THE	PLAYERS	CHAMPIONSHIP」-中継技術協力	
■NHK	BS1「PGA	TRAVELERS	CHAMPIONSHIP」-技術協力	
■NHK	BS1「MLB中継」-中継技術協力	

■NHK	総合「G7内外会見」-中継技術協力	
■BSテレビ朝日「BOSTON	MUSEUM」-技術協力	

■テレビ東京ワシントンDC支局	-技術派遣	

AUGUST 
■	TV	ASAHI「地球征服するなんて」-リサーチ協力	
■	SANTORY　商品開発視察　-リサーチ・アテンド	
■NHK「世界はほしいモノにあふれている」-コーディネーション	

■NHK	BS1	「WBC	BRIDGESTONE	GOLF」-中継技術協力	
■NHK	BS1	「PGA	NORTHERN	TRUST」-中継技術協力	

■NHK	BS1「MLB中継」-中継技術協力	
■フジテレビ「PGA	CHAMPIONSHIP	2018」-中継技術協力	
■WOWOW	「KEN’S	BAR・平井堅ライブ」-中継技術協力	

■WOWOW「US	OPEN	TENNIS」-中継技術派遣	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-技術派遣		

SEPTEMBER 
■平成30年度東京都観光レップ	PR動画(一般層、富裕層)—制作/	納品	
■テレビ朝日「地球制服するなんて」-リサーチ協力	

■家庭画報「ピアニスト辻井伸行」NY　-コーディネーション/撮影	
■NHK8K	「STING	/	SHAGGY	LIVE8K」-技術協力	

■NHK	BS1	「MLB中継」-中継技術協力	
■テレビJAPANキャッチ「世界のトップニュース＠NYC」-技術協力	
■テレビ朝日「国連総会関連取材」-技術協力	

■NEW	YORK	FASHION	SHOW-中継技術協力	
■イベント・マルチ中継「B’Z	LIVE＠HAWAII」-技術協力	

■テレビ東京ワシントンDC支局	-技術派遣	
 
 
OCTOBER 
■TOEI「ドラゴンボール超ブローリー	in	COMIC	CON」-コーディネーション/撮影	

■「BTS	LIVE	@	CITI	FIELD」Robycam収録	-技術派遣	
■テレビ東京「馬の贈り物」-セットアップ	
■NHK	BS	「MLB	ALL	WILD	CARD	/MLB	ALDS	/MLB	ALCS	/MLB	WS」-中継技術派遣	

■テレビ東京ワシントンDC支局	-技術派遣	

NOVEMBER 
■	NY	PREMIER「GRINCH」-コーディネーション/撮影	
■映画「マチネの終わりに」-制作派遣	
■テレビ東京「馬の贈り物」-コーディネーション	

■テレビ朝日「報道ステーション/マイケルムアー・インタビュー」-撮影	
■テレビ朝日「報道ステーション/中間選挙」-制作派遣	

■東京都観光PR	イベント＠ニューヨーク-撮影		
■NHK	総合「ニュースウオッチ９・中間選挙関連」-中継技術協力	
■NHK	総合「ニュース・クリスマスツリー点灯式典」-技術協力	

■テレビ朝日「報道ステーション・マイケルムーア」-撮影	
■東海テレビ「世界力」-撮影	

■テレビ東京ワシントンDC支局	-技術派遣	

DECEMBER 
■テレビ東京「馬の贈り物」-コーディネーション	
■WOWOW「ディズニー・ブロードウェイ・ヒッツ」-コーディネーション	
■WOWOW「L’ARC-EN-CIEL	LIVE@TOKYO	DOME」-中継技術派遣	

■NHK	総合「ニュース・New	Year	Countdown＠Times	Square」-技術協力	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-技術派遣	

2018 PROJECT LIST 

JULY 
■WOWOW「LPGA	BRITISH	OPEN」-中継技術派遣	
■ABEMA	TV	「本田圭介・インタビュー	in	BAHAMA」-コーディネーション撮影	

■TBS「S1・マラソン男子」-技術協力	
■NHK	BS1	「MLB中継」-中継技術協力	

■NHK	BS1	「MLB	ASG2018」-中継技術協力	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-技術派遣	



JANUARY 
■日本テレビ「アナザースカイ」-コーディネイション 	
■WOWOW「YOSHIKI	CLASSICAL	SPECIAL:	FEAT.	TOKYO	PHILHARMONIC	
ORCHESTRA	AT	CARNEGIE	HALL	IN	NEW	YOR	CITY	」-コーディネイション／中継

技術協力 	
■NHK		-ポリプテルス-リサーチ 	

■NHK	BS-1	「国際報道」-技術協力　	
■NHK		「おとなの基礎英語」-技術協力　	
■NHK「トランプ政権関連」-技術協力 	

■テレビ朝日「日曜エンターテイメントスペシャル」-撮影 	
■テレビ東京ワシントンDC支局 -	技術派遣	

FEBRUARY 
■NHK	BS	プレミアム「THE	CLOSET」-コーディネイション／技術協力	
■KTVフジテレビ「有吉弘行のダレトク！？」-技術協力	
■テレビ朝日「ワールド・デンジャー・インタビュー」-コーディネイション／技術協力	
■NHK	ポリプテルス -リサーチ	
■テレビ朝日 「報道ステーション」-技術協力	
■NHK	Eテレ「スーパープレゼンテーション」-技術協力	
■NHK	BS	WORLD	GOLF	CHANPIONSHIP	」-中継技術協力	
■日本テレビ「第５２回SUPER	BOWL	」-中継技術協力	
■NEW	YORK	FASHION	WEEK	-技術協力	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	

MARCH 
■	WOWOW「X	JAPAN	LIVE	2017	AT	THE	WEMBLEY	ARENA	IN	LONDON」-コーディ
ネイション	
■フジテレビ 日曜ファミリア「頂上決戦！！ニッポン 強漁師が世界の海へ　〜

とれたて美食漁〜」の第二弾 -コーディネイション	
■TBS	テレビ「WORLD	BASEBALL	CLASSIC	2017」-技術協力	
■TBS	テレビ「S1」陸上（サニーブラウンハキーム）-技術協力	
■テレビ朝日 MLB	SPRING	TRAINING	S	-技術協力	
■VERAWANG	SPRING	&	SUMMER	COLLECTION	–	映像編集	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	

APRIL 
■朝日放送「世界の村で発見！こんなところに日本人」-コーディネイション	
■尾藤祐子個展	IN	NEW	YORK-プロモーションビデオ映像制作	&	PR	
■UMAMI	INSIDER	-映像編集	
■日本テレビ「夢の通り道」-技術協力	
■NHK	WORLD	「DIRECTOR	TALK」-技術協力	
■NHK	「挑戦者たち」-技術協力	
■NHK	「NAB	SHOW	8K	PROMOTION」-宣伝協力	
■NHK	総合 「NHKスペシャル」-技術協力	
■TBS	テレビ「PGA	MASTER’17」-中継技術協力	
■イベント・マルチ中継収録／フランス	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	

MAY 
■NHK	「WORLD	SPORTS	MLB	」-技術協力	
■NHK	「PGA	TOUR」-技術協力	
■NHK	BS1	「THE	PLAYERS	CHAMPIONSHIP」-中継技術協力	
■NHK	Eテレ 「スーパープレゼンテーション」-技術協力	
■NHK	BS	「アスリートの魂一本田真凜」-技術協力	
■LFH	IN	HAWAII	2017	-中継技術協力	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	
 

JUNE 
■朝日放送「世界ルーツ探検隊」-コーディネイション	
■ブロードウェイ「BEAUTIFUL」プロモーション –技術協力	
■NHK「世界ネコ歩き」-コーディネイション	
■BABYMETAL	HOLLYWOOD		PALLADIUM	IN	LOS	ANGELS	–技術

／コーディネイション／中継技術協力	
■NHK	「WORLD	SPORTS	MLB	」-技術協力	
■NHK	「PGA	TOURT」-技術協力	
■TBS	テレビ「BOSTON	MUSEUM」-技術協力	
■BROADCAST	STUDIO	HD	SYSTEM	IMPROVEMENT	–	マネージメ

ント／施工	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	

AUGUST 
■日本通運		PROMOTION	VIDEO		-リサーチ	
■NHK「BLUE	NOTE	NYC	8K収録」-技術協力	
■WOWOW	「US	OPEN	TENNIS」-技術協力	
■GOLF	NETWORK「PGA	CHAMPIONSHIP」-技術協力	
■NHK	BS1	「WBC	BRIDGESTONE	GOLF」-中継技術協力	
■NHK	BS1	「PGA	NORTHERN	TRUST」-中継技術協力	
■吟剣詩舞 -技術協力	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	
	

SEPTEMBER 
■BOA	MUSIC	VIDEO	-制作／コーディネイト	
■テレビ朝日「遼河はるひの南米旅〜絶景とワインの楽園」-コーディネイション	
■VERAWANGE	FALL	&	WINTER	COLLECTION	–	映像編集	
■NHK	Eテレ「スーパープレゼンテーション」-技術協力	
■NHK	BS	「PGA	NORTHERN	TRUST」-中継技術協力	
■TBS	テレビ「S1」 （松井教室）-技術協力	
■NEW	YORK	PREMIERE「MOTHER」-技術協力	
■NEW	YORK	FASHION	SHOW	-技術協力	
■PERCOLATE-SEP	2017-技術協力	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	
 
 
OCTOBER 
■NHK	BS	プレミアム「THE	CLOSET」-コーディネイション	
■柏木みどりイベント -コーディネイション／PR	
■MBS	「教えてもらう前と後」-コーディネイション／技術協力	
■NHK	総合 「国際報道　大統領から1年」-中継技術協力	
■NHK	Eテレ 「スーパープレゼンテーション」-技術協力	
■NHK	BS	「MLB	NLCS/	LAD	X	CHC」-中継技術協力	
■日本テレビ 「朝ごはん」-技術協力	
■FFEB	-技術協力	
■イベント・マルチ中継収録／ロサンゼルス	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	

NOVEMBER 
■加賀友禅／撮影	
■NHK	「スポーツイノベーション」-技術協力	
■NHK	WORLD	「GLOBAL	AGENDA」-技術協力	
■イベント・マルチ中継収録 -シンガポール	
■マニュライフ生命・大迫傑 -技術協力 	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	

DECEMBER 
■TV朝日「報道ステーション」-コーディネイション	
■TV	朝日 錦織圭 取材-技術協力	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	

2017 PROJECT LIST 

JULY 
■アステラス製薬		-PV制作／コーディネイション	
■NHK「MAJOR	LEAGUE	BASEBALL」-技術協力	
■TBS	テレビ「CHICAGO	米倉涼子」-技術協力	
■WOWOW	「LPGA	US	OPEN」-中継技術協力	
■NHK	BS1	「WBC	BRIDGESTONE	GOLF」-中継技術協力	
■C	CHANNEL	PV	-技術協力	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	



JANUARY 
■NHK	BSプレミアム「“郷ひろみ“という生き方〜６０歳のエンターテイナー」	
■朝日放送「世界の村で発見！こんなところに日本人」-	リサーチ	
■NHK総合「サンデースポーツ／リオオリンピック情報＠リオ」-	中継技術	

■NHK総合「STAR	WOMAN」-	技術協力	
■TBS「人間とは何だ /	自閉症」 -	技術協力	

■資生堂VP	-	撮影	
■テレビ東京ワシントンDC支局 -	技術派遣	
	

FEBRUARY 
■WOWOW「第５９回グラミー賞授賞式」	
■TBS「トコトン掘り下げ隊！生き物にサンキュー！！」コーディネイション、撮影協力	
■NHK	BSプレミアム「英雄達の選択　明治トップレディーたちの華麗なる変身〜条約

改正に挑んだ女たち」	
■H＆S	WORLDWIDE　イオン　フードマーケティングリサーチ	

■H＆S	WORLDWIDE　ユニクロ　スポーツ関連マーケティングリサーチ	
■NHK	Eテレ「スーパープレゼンテーション」-	技術派遣	
■NHK	WORLD「GLOBAL	AGENDA」-	技術派遣	

■日本テレビ「第50回Super	Bowl＠NEW	YORK」-	中継技術派遣	
■TBS「スポーツニュース /	リオ五輪関連」-	技術派遣	

■TBS「生き物にサンキュー」-	撮影	
■テレビ東京ワシントンDC支局 -	技術派遣	
	

MARCH	
■NHK	BS「２度目のニューヨーク　おこづかい５万円で充実旅」	
■MATRIX	REDAC	CM	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-	リサーチ	

■H＆S	WORLDWIDE　NIKON	US		AGRIGULTURE視察	
■NHK	BS1「レジェンド達のオリンピック」-	技術派遣	

■NHK	BS1「APT	MASTERS1000」-	中継技術派遣	
■NHK	WORLD「GLOBAL	AGENDA」-	技術派遣	
■TBS「王様のブランチ」-	技術派遣	

■テレビ東京ワシントンDC支局 -	技術派遣	

APRIL	
■NHK	BS「２度目のサンフランシスコ　おこづかい５万円で充実旅」	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-	リサーチ	
■H＆S	WORLDWIDE　ユニクロ　キッズスポーツマーケティングリサーチ	

■NHK	BS1「挑戦者たち・大西魁斗」-	技術派遣	
■TBS「PGA	MASTERS'16」-	中継技術派遣	
■テレビ東京ワシントンDC支局 -	技術派遣	

	

MAY 
■毎日放送「未来に生きる建築家、安藤忠雄の挑戦２０１６」	
■毎日放送「林先生が驚く初耳学！」	

■NHK	BS1「THE	PLAYERS	CHAMPIONSHIP」-	中継技術派遣	
■NHK	Eテレ「スーパープレゼンテーション」-	技術派遣	

■NHK	WORLD「落語・桂さんし」-	技術派遣	
■テレビ朝日「報道ステーション /	原発関連」-		技術派遣	
■ラメラエッセンス PV	-	撮影	

■LFH２０１６-	中継技術派遣	
■テレビ東京ワシントンDC支局 -	技術派遣	

JUNE	
■H＆S	WORLDWIDE　明治　飲料マーケティングリサーチ	
■NHK総合「クローズアップ現代・モハメドアリ 」-	撮影	

■NHK	Eテレ「スーパープレゼンテーション」-	技術派遣	
■NHK	BS1「THE	BRIDGISTON	INVITATIONAL」-	中継技術派遣	

■テレビ朝日「報道ステーション・JAZZ	LIVE」-	中継技術派遣	
■テレビ東京ワシントンDC支局 -	技術派遣	

AUGUST 
■日本テレビ「第３６回全国高等学校クイズ選手権」	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-	リサーチ	
■NHK	BS1「PGA	BARCLAYS」-	中継技術派遣	
■TBS「PGA	CHAMPIONSHIP	２０１６」-	中継技術派遣	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	
	

SEPTEMBER 
■NYコレクション撮影、編集協力	
■NHK	BSドキュメンタリーWAVE「黄昏（たそがれ）のニューヨーク」 	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-	リサーチ	
■NHK総合「ニュースウオッチ９	/	NY	DEBATE」-	中継技術派遣	
■NHK総合「試してガッテン」	-	撮影	
■NHK	BS「NEWS	ROOM	TOKYO	/	UNGA」-	中継技術派遣	
■TBS「MLB	SPORTS/田中X前田対談」-	技術派遣	
■東海テレビ「世界力/	渡辺謙」	-	撮影	
■EVA	MENDES	FASHION	SHOW	-	技術派遣	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	
 
 
 
OCTOBER 
■毎日放送「林先生が驚く初耳学！バミューダ」	
■毎日放送「ちちんぷいぷい」大統領選挙	
■NHK総合「明日世界が終わるとしても	/	画家・池田学」-	技術派遣	
■NHK	Eテレ「スーパープレゼンテーション」-	技術派遣	
■NHK	BS「MLB	NLCS	/	LAD	X	CHC」-中継技術派遣	
■TBS「S1/上原浩治インタビュー」	-	技術派遣	
■フジテレビ「NEWS	/	ELECTION」-	技術派遣	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	

NOVEMBER 
■日本テレビ「アナザースカイ_山本耕史」	
■朝日放送「キャスト」米大統領選直前スペシャル	
■My	First	Story	イメージプロモ	
■KTV「有吉弘行のダレトク！？」	
■NHK総合「NEWS	/	ELECTION」-	中継技術派遣	
■NHK総合「JAPAN	PREMIER	PRESS	CONFERENCE」-	中継技術派遣	
■NHK	Eテレ「スーパープレゼンテーション」-	技術派遣	
■毎日放送「ちちんぷいぷい・ELECTION」-	技術派遣	
■SUPER	RUN	CM		-技術派遣	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	

DECEMBER 
■NHK総合「JAPAN	PREMIER	PRESS	CONFERENCE」-	中継技術派遣	
■テレビ朝日「錦織圭公開練習」-	技術派遣	
■REEBOKGLOBAL	GIGI	HADID	PROJECT	-	技術派遣	
■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	

2016 PROJECT LIST 

JULY 
                        ■ANIME	EXPO2016@LOS	ANGELES		-	マルチ収録	
                        ■日本テレビ「世界一受けたい授業」-	リサーチ	
                        ■NHK総合「ニュース取材/	RNC」-	中継技術派遣	
                        ■NHK	Eテレ「スーパープレゼンテーション」-	技術派遣	
                     ■NHK	WORLD「GLOBAL	AGENDA」-	技術派遣	
                        ■NHK	BS1「MLB	CIN@MIA」-	中継技術派遣	
                        ■フジテレビ「世界のなんだこれ！？ミステリー・ジョンベネット」	-	撮影	
                        ■テレビ東京ワシントンDC支局	-	技術派遣	
	



JANUARY 
■中京テレビ 「それっていつから？ヒストリー/トイレットペーパー」-撮影 		
■フジテレビ		
「FNS	オールナイトフジ /	ハワイにいる芸能人大集合！」 -	HD中継技術	
 	
FEBRUARY 
■NHK-BSプレミアム／岩合光昭の世界ネコ歩き 	
「プランテーションのニャン～チャールストン～	

　 -制作協力、コーディネイション 	
■BS日テレ／映画を観て旅に出た～濱田岳　ニューヨークを巡る～	

　 -制作協力、コーディネイション 	
■TBS ／情熱大陸、日野晃博―制作コーディネイション協力	

■NHK 総合 「おはよう日本/原油安企画」-技術派遣 	
■NHK BS 「明日はどっちだ/NY FASHION SHOW」-撮影  	
■TBS 「情熱大陸／ゲームクリエーター」- 撮影 	
「S1 / MLB SPRING CAMP関連」- 技術派遣 	
■IKUMI 2015 A/W NY COLLECTION -技術派遣  	
　 	
MARCH 
■TBS／ものづくり日本の奇跡　第2夜　和食 -制作協力、コーディネイション 	
■NHKスペシャル／生命大躍進-制作協力、コーディネイション 	
■スカパー！／[4K] MY FAVORITE PLACE ～ニューヨーク編～廣瀬アリス 	

-制作協力、コーディネイション、撮影 	
■PASONA ／イベント・ビデオ―制作、撮影 	
■TBS「スポーツニュース / YANKEES田中初登板」-中継技術派遣	
■「王様のブランチ / レスポートサック」- 撮影 	
■「WASHOKU」 –撮影 	
■「PGA WGC CADILLAC CHAMPIONSHIP」 - 技術派遣 	
■「PGA VALSPER CHAMPIONSHIP」 - 技術派遣 	
■「PGA ARNOLD PALMER」 - 技術派遣 	
■テレビ東京「ニュース取材 」 - 撮影  	

 	
APRIL 
■WOWOW 　＊ミュージカル「TRIP OF LOVE」 ／プロモーション・ビデオ 	
―制作、撮影	

■日本テレビ／世界一受けたい授業―リサーチ	
■NHKWORLD「GLOBAL AGENDA」-技術派遣 	
■NHK総合「ニュースWATCH9」-中継技術 	
■ＴＢＳ　 「PGA MASTERS'15」- 中継技術派遣 	
■「スポーツニュース / MLB SPRING CAMP」 - 技術派遣  	
■テレビ東京 「美の巨人たち」 - 撮影 	
■関西テレビ 「ミスターサンデー」-撮影 	
■テレビJAPAN 「TV JAPAN CLUB FILMING - 撮影 	

■TOL PR VIDEO -撮影 	

MAY 
■CRIX／ユニゾホールディングス（旧：常和ホールデイングス）	
　 株主総会用コーポレートビデオ―制作コーディネイション、撮影協力 	
■キョードー東京／「PIPPIN」米倉涼子―オフィシャル写真撮影 	
■イベント・マルチ中継／ハワイ―撮影協力 	
■日本テレビ／世界一受けたい授業―リサーチ	
■TBS 「中居正広の金曜日のスマたち/おんなの噂・近藤麻理恵」 - 中継技術派遣 	
■NHK総合 「ニュース取材」-撮影 	
■NHK Eテレ「スーパープレゼンテーション」-技術派遣 	
■TBS 「S1/世界陸上」-技術派遣 	
「PGA CROWN PLAZA INVITATIONAL」-技術派遣  	

■WOWOW 「TONY AWARD事前取材」-撮影 	
■BS朝日 「ISEF」-撮影 	

■テレビJAPAN 「TV JAPAN CLUB FILMING/JAPAN DAY」 - 撮影 	
■TOL PR VIDEO -撮影 	

■マガジンハウス/カータブルータス　-撮影 	
■真如苑 LFH2015 -中継技術 	
■JOWA IR VIDEO ON NY　-撮影	
 	
JUNE 
■WOWOW／第69回トニー賞授賞式―制作コーディネイション協力 & 撮影協力 	
■LENAJAPON／インフォマーシャル―制作コーディネイション協力、撮影	
■NHK-BSプレミアム／岩合光昭の世界ネコ歩き「ニューオーリンズ」「NY」 	

―制作コーディネイション協力	
■毎日放送「ちちんぷいぷい」―制作コーディネイション協力 	
■日本テレビ／世界一受けたい授業―リサーチ 	
■NHK BS「MLB CUBS VS WAS」-中継技術 	
■「あしなが育英会/あしながおじさんの１００周年コンサート」 	
■フジテレビ 「スポーツニュース / MLB関連」-撮影  	
■TBS 「TONY AWARD'15 RED CARPET」 - 技術派遣 	
「KPMG WOMAN'S PGA CHAMPIONSHIP」-中継技術 	
「S1/田中インタビュー」-技術派遣 	
「全米陸上選手権」-技術派遣 	

「PGA TRAVELERS CHAMPIONSHIP」-技術派遣  	
■マガジンハウス/カーサブルータス -撮影 	

■LJ MOIST SHAMPOO PR VIDEO -撮影 	

H＆S WORLDWIDE /マーケットリサーチ―リサーチ 
NHK Eテレ 「スーパープレゼンテーション」-技術派遣 	
NHKBS1 「国際報道２０１５/キューバ関連取材」-撮影 	
NHK総合 「ニュース取材」- 撮影 	
TBS 	
「PGA CHAMPIONSHIP 2014」　-中継技術派遣 	
「PGA QUICKEN LOANES NATIONAL」-技術派遣 	
「PGA WYNDHAM CHAMPIONSHIP」-技術派遣  	
マガジンハウス/カーサブルータス　-撮影 	

ESL SCHOOL CF -技術派遣 	

SEPTEMBER 
H＆S WORLDWIDE /Meiji NYマーケット視察―リサーチ、コーディネイション協力 	
TBS/ ミュージカル「シカゴ」シャーロット・ケイト・フォックス―制作コーディネイション協力 	

キョードー東京／「柚希礼音」ステール撮影―制作コーディネイション協力 
毎日放送／初耳学―制作コーディネイション協力 	
真如苑イベント・マルチ中継収録／サンフランシスコ、ニューヨーク 	

―制作コーディネイション協力、中継撮影、技術協力 
日本テレビ／世界一受けたい授業―リサーチ 	

NHK総合 「おはよう日本 / 国連総会」-中継技術派遣 	
NHKBS 「MLB NYM VS MIA」-中継技術派遣 
NHK WORLD 「GLOBAL AGENDA」-技術派遣 	

テレビ朝日 「ニュース取材 / 国連総会関連」 - 撮影 

FUJI FILM VP  	
 	

OCTOBER 
K&L／NIKON VIP ミーティング―制作コーディネイション協力 	
CINQ／新日鐡住金　VP―制作コーディネイション協力、撮影協力 	
朝日放送／「おはよう朝日です」[祝! 木梨憲武さんニューヨークで個展開催] 	
―制作コーディネイション協力、撮影 	
毎日放送/初耳学―制作コーディネイション協力 	

WOWOW／「ノンフィクションW / 坂本龍一の７００日」坂本龍一 	
―制作コーディネイション協力、撮影協力 	
TBS/ ミュージカル「シカゴ」シャーロット・ケイト・フォックス―制作コーディネイション協力 	
キョードー東京／「シカゴ」シャーロット・ケイト・フォックス―オフィシャル写真撮影 	
H&S／食品・衣料品調査―マーケットリサーチ 	
-NHK WORLD 	
「NEWS ROOM TOKYO」-中継技術派遣 	
 	
NOVEMBER 
K&L／NIKON F500 制作発表用ビデオ―制作、コーディネイション協力、撮影協力 
K&L／ BRIDGESTONE WEB ムービー ―制作、コーディネイション協力、撮影協力 	
真如苑イベント・マルチ中継／シドニー 	
―制作コーディネイション協力、中継撮影、技術協力 	

NHK Eテレ「スーパープレゼンテーション」-技術派遣 

TBS 	
「CHICAGO BROADWAY/WATARU KOZUKI」-技術派遣 	

「中居正広の金曜日のスマたち/EXIEL」-技術派遣 	
「世界不思議発見/博物館スペシャル」-技術派遣  	
BSフジ 「DASSAI IN NY」-撮影 	
テレビ大阪 「金融教育特番」-撮影 	

KUMON VP -技術派遣 	
 	

DECEMBER 
日本テレビ／アナザースカイ―小山薫堂―制作コーディネイション協力 	
H＆S WORLDWIDE /マーケットリサーチ―リサーチ	
NHK総合 「ニュース取材」-撮影 	
「STAR WOMAN/ジーンアフターマン」-技術派遣 	
「ゆく年来る年」-中継技術派遣 	

テレビ朝日 「ニュース取材」-撮影 	

2015 PROJECT LIST 	

JULY 
H＆S WORLDWIDE /サンクスギビング～クリスマスのホリデーギフト商戦―リサーチ 
日本テレビ／世界一受けたい授業―リサーチ	
NHK総合 	
「ニュース取材」- 撮影 	
「NHKスペシャル」 - 撮影  	

NHK BS 「国際報道２０１５/WALL HAND BALL」-技術派遣 
ＴＢＳ 	
「PGA JOHN DEERE CLASSIC」 - 技術派遣 	
「PGA BARBASOL CHAMPIONSHIP」-技術派遣 	
「海辺のカフカ」-技術派遣  	

テレビジャパン 「戦後７０周年特別企画」−技術派遣 
フジテレビ 	

「世界HOTジャーナル/世界一危険な場所にあるホテル」 —技術派遣 
JAPAN CUTS/THIS COUNTRY‘S SKY -撮影 	

マガジンハウス/カーサブルータス -撮影	
 	

AUGUST 
H＆S WORLDWIDE ／愛知万博- インタープリター招致視察―コーディネイション協力	



JANUARY 
■DIVA「SKY GATE TVCM」-制作協力、ラインプロデュース、撮影協力	
■日本テレビ 「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■サントリー「VITAMIN WATER NY REMIX CM」-技術協力	
■TBS「王様のブランチ／JACK RYAN新作紹介」-撮影	
■フジテレビ「MR.サンデー / リベンジポルノ事情」-撮影	
■フジテレビ「SPORTS NEWS / YANKEES田中関連」-撮影	
■テレビ朝日「SPORTS NEWS / YANKEES田中関連」-撮影	

FEBRUARY 
■NHK-BSプレマップ「天才ボビーフィッシャーの闘い～チェス盤上の米ソ冷戦～」	
　 -制作協力、コーディネイション	
■NHK BSプレミアム「松井、黒田対談」-技術派遣	
■NHK総合「MUSIC FOR TOMORROW」-技術派遣	
■NHK Eテレ「スーパープレゼンテーション」-技術派遣	
■電通「キヤノン・コーポレート・プローシャ」-制作協力、コーディネイション	
■キョードー東京「宝塚歌劇団、姿月あさと”CHICAGO” カーテンコール」	
　-公式写真撮影	

■朝日放送「世界の村で発見！こんなところに日本人」-リサーチ	
■日本テレビ「第48回Super Bowl＠NEW YORK」-中継技術派遣	

■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■TBS「世界さまぁ～リゾート」-リサーチ	
■TBS「王様のブランチ／ANNA SUI」-技術派遣	
■TBS「スポーツニュース / YANKEES 田中入団会見」-技術派遣	
■TBS「ミュージカルCHICAGO / 米倉涼子」-技術派遣	
■TBS「暮らしのレシピ / JUJU私のニューヨーク」-技術派遣	

■テレビ朝日「スポーツニュース / MLB SPRNG CAMP」 -撮影	

MARCH 
■朝日放送「世界の村で発見! こんなところに日本人-アンティグア・バーブーダ」	
　-制作協力、コーディネイション	
■BS TBS「世界一周　魅惑の鉄道紀行」-制作協力、コーディネイション	
■NHK BSプレミアム「イッピン"唐津焼"」-制作協力、コーディネイション、撮影	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ　	
■TBS「スポーツニュース / YANKEES田中初登板」-中継技術派遣	
■TBS「ミュージカル / WAR HORSE」-技術派遣	

■TBS「PGA WGC CADILLAC CHAMPIONSHIP」-技術派遣	
■TBS「スポーツニュース / 日本競泳チーム取材」-技術派遣	

■J-SPORTS「MLB PRE SEASON MATCH / YANKEES田中」-中継技術派遣	
■テレビ朝日「スポーツニュース / MLB SPRING CAMP」-撮影	

APRIL 
■WOWOW / TBS VISION「トニー賞がやってくる！注目候補に突撃！編」	
■WOWOW / TBS VISION「トニー賞がやってくる！注目ミュージカルはこれだ！編」	
　 -制作協力、コーディネイション、撮影	
■AGC「YouTube Ad #Getbenched」-制作協力、コーディネイション	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■イベント・マルチ中継視察/ペルー・クスコ　　　	
■テレビ朝日「スポーツニュース / MLB関連」-撮影	
■BS朝日「THE RAILWAY MAN / 真田広之インタビュー」-撮影	
■TBS「PGA MASTERS'14」-中継技術派遣	

■TBS「世界不思議発見 / 白雪姫のモデル取材」-撮影	
■TBS「S1 / 女子サッカー取材」-技術派遣	

■フジテレビ「ジャンクSPORTS / MLB関連」-技術派遣	
■フジテレビ「SPECIAL PROGRAM / NY SHOOTING」-撮影	

MAY 
■BS朝日「小西真奈美の恋する惑星~NY,LA,TOKYO 三都物語」	
　-制作協力、コーディネイション	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■H&S「化粧品競合調査」-マーケットリサーチ	
■フジテレビ「バイキング」-中継技術派遣	
■NHK BS「スーパープレゼンテーション」-技術派遣	
■ENDLESS SHOCK 1000TH PERFORMANCE ANNIVERSARY 
　 / ENDLESS SHOCK ANOTHER SOTRY特典BLU-RAY -制作・技術派遣	
■イベント・マルチ中継視察/ハワイ	

JUNE 
■NHK総合「NEWS ～YPC」-撮影	
■TBS「全米女子ゴルフ選手権LPGA」-中継技術派遣	
■TBS「S1～世界陸上事前取材」-技術派遣	
■TBS「AMERICAN NINJA WARRIORS」-技術派遣	
■テレビ朝日「報道ステーション～原発関連」-撮影	
■テレビ朝日「報道ステーション～IPS細胞」-中継技術派遣	
■関西テレビ「実在リサーチ～NY市警」-撮影	
■WOWOW「ノンフィクションW」-制作協力	
■BSジャパン「日本背長戦略のカギ！」-制作協力	

■NHK総合「NHKスペシャル」-撮影	
■NHK BSプレミアム「世界ふれあい街歩きスペシャル」-撮影	
■TBS「MLB ALL STAR GAME'14」-中継技術派遣	

■イベント・マルチ中継視察/ニューヨーク、ペルー・クスコ	

AUGUST 
■WOWOW「ノンフィクションW」-制作協力、コーディネイション	
■毎日放送「ホムカミ」-制作協力、コーディネイション、撮影	
■テレビ東京「ニッポン元気計画!眠れるスターめざましバラエティー”ハックツベリー”	
■テレビ東京 ブロードウェイへの道 / ROAD TO BROADWAY」	
　-制作協力、コーディネイション、技術派遣	

■KZ-ASSOCIATES -TBS VISION 「野村不動産　TVCM」	
　-制作協力、ラインプロデュース	

■朝日放送「世界の村で発見！こんなところに日本人」-リサーチ	
■NHK Eテレ「スーパープレゼンテーション」-技術派遣	

■TBS「PGA CHAMPIONSHIP 2014」-中継技術派遣	
■TBS「炎の体育会TV / フィギアスケート」-技術派遣	
■BSフジテレビ「大使館の食卓」-撮影	

■イベント・マルチ中継視察／ニューヨーク、ペルー・クスコ	

SEPTEMBER 
■真如園／南米済摂護摩@ペルー・クスコ	
　Shinnyo Lantern Floating For Peace@ Lincoln Center -技術 スーパーバイズ	
■KZ-ASSOCIATES- TBS VISION「野村不動産　TVCM」	
　-制作協力、ラインプロデュース	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■NHK総合「おはよう日本 / 国連総会」-中継技術派遣	
■NHKBSプレミアム「イッピン”桐生織物”」-制作協力、コーディネイション、撮影	
■NHKBSプレミアム「イッピン”OSAMU MITA”」-撮影	
■TBS「世界のスゲエにツイテッタ~」-撮影	
■日本テレビ「ニュース取材 / 国連総会関連」-撮影	

■フジテレビ「MLB NYY@BOS」-中継技術派遣	
■テレビ朝日「ニュース取材 / 錦織圭関連」-撮影	

■NIKKEI CNBC「GOLD / ジムロジャーズ氏インタビュー」-撮影	
 
OCTOBER 
■Aniplex「花澤香菜　写真撮影＆ムービー」-制作協力、コーディネイション、撮影協力	
■ワーナー・ジャパン「X JAPAN MSGニューヨーク公演」-制作協力、コーディネイション	
■WOWOW「HATSUNE MIKU EXPO 2014 IN NEW YORK~LIVE~」	
　-技術 スーパーバイズ、中継技術派遣	
■WOWOW「初音ミク×TOUCH!」-制作協力、コーディネイション、撮影	
■NHK BSプレミアム「イッピン”浄法寺塗”」-制作協力、コーディネイション、撮影	
■NHK BSプレミアム「世界入りにくい居酒屋”ボストン”」-制作協力、コーディネイション	
■パナソニック映像株式会社/展示会-リサーチ　	
■H＆S食品・衣料品調査 -マーケットリサーチ	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	

■日本テレビ「ちょうど良いものがあるんですSP」-技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ / X JAPAN ニューヨーク・MSG公演」-技術派遣	
■テレビ朝日「ニュース/ノーベル賞関連」-撮影	
■バイク王CMメイキング撮影 -撮影	

■ギョウオバタ氏ドキュメント -撮影	

■モーニング娘。‘14 NY 公演 -技術派遣	

NOVEMBER 
■毎日放送「ちちんぷいぷい」-制作協力、コーディネイション	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■NHK総合「おはよう日本 / MINDFULNESS」-撮影	
■NHK総合「中間選挙関連」-中継技術派遣	

■PERFUME NY公演‘14ライブビューイング -中継技術派遣	

DECEMBER 
■日本テレビ「アナザースカイ―中島美嘉」-制作協力、コーディネイション	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■日本テレビ「トリックハンター」-リサーチ	
■NHK総合「ニュース取材 / EZRA VOGEL氏インタビュー」-撮影	
■NHK BSプレミアム「STAR WOMAN / ジーンジャクソン氏インタビュー」-技術派遣	
■TBS「S1 BOXING / GUILLERMO RIGONDEAUX」-撮影	
■SKY TV「錦織圭公開練習」-撮影	

■高麗美人インフォーマルCM -技術派遣	
■劇団四季 / アラジン -技術派遣	

■イベント・マルチ中継視察 / ハワイ	

2014 PROJECT LIST 

JULY 
■WOWOW「平成中村座 NY公演/怪談乳房榎」	
　-制作協力、コーディネイション、技術派遣	

■テレビ東京「ニッポン元気計画!眠れるスターめざましバラエティー”ハックツベリー”	
■テレビ東京 ブロードウェイへの道 / ROAD TO BROADWAY」	

　-制作協力、コーディネイション	
■日本テレビ「明石家さんまの転職DE転職　第3弾」	

　-制作協力、コーディネイション、撮影	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■NHK総合「ニュース取材」-撮影	



JANUARY 
■NHK BS1「PGA FARMERS INSURANCE OPEN」-中継技術派遣	
■NHK BSP「旅のちから～矢野顕子」-技術派遣	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■フジテレビ「グラジオラスの轍～スピードスケート 岡崎朋美密着」-技術派遣	
■フジテレビ「すぽると～フィギアスケート取材」-撮影	
■テレビ朝日「スポーツニュース～ダルビッシュ取材」-撮影	
■エンジンフイルム「今村証券」-制作	
■キョードー東京「HAIR, AMERICAN IDIOT関連」-撮影	
 
FEBRUARY 
■NHK教育「スーパープレゼンテーション」-技術派遣	

■日本テレビ 「ザ！世界仰天ニュース」-制作	
■日本テレビ 「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■日本テレビ 「第47回Super Bowl＠INDIANAPOLIS」-中継技術派遣	
■TBS「スポーツニュース～PGA GOLF」-技術派遣	

■フジテレビ「すぽると～MLB SPRING CAMP取材」-技術派遣	
■フジテレビ「ほこxたて～ラジコンボートxスナイパー」-技術派遣	
■DIE HARDプレミア上映レッドカーペット取材 -技術派遣	

■電通「キヤノン・コーポレート・カタログ」-制作	
■ユニクロVP -撮影	

MARCH 
■NHK BSP「イッピン」-制作、撮影	
■日本テレビ「スッキリ～八代亜紀密着」-撮影	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	

■TBS「王様のブランチ～買い物の達人」-撮影	
■TBS「スポーツニュース～MLB SPRING TRAINING」-技術派遣	
■TBS「WORLD BASEBALL CLASSIC 2013」-中継技術派遣	
■TBS「PGA PUERTO RICO OPEN」-技術派遣	

■TBS「PGA TAMPA BAY CHAMPIONSHIP」-技術派遣	
■TBS「PGA ARNOLD PALMER INVITATIONAL」-技術派遣	
■TBS「PGA SHELL HOUSTON OPEN」-技術派遣	

■フジテレビ「すぽると～MLB SPRING CAMP取材」-技術派遣	
■MFG「EXILE Music Video」-リサーチ	
■幸福の科学～幸福実現党関係者インタビュー	

APRIL 
■NHK総合「NHKスペシャル～MADE IN JAPAN」-技術派遣	
■NHK BS1「WORLD WAVE TONIGHT~ブラジル経済」-中継技術派遣	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	

■TBS「世界ふしぎ発見～メトロポリタン美術館取材」-撮影	
■TBS「スポーツニュース～全米柔道選手権」-技術派遣	

■TBS「ナビスコクラフトLPGA」-技術派遣	
■TBS「PGA RBC HERITAGE」-技術派遣	

■テレビ朝日「報道ステーション～ボストン爆破事件」-撮影	
■テレビ朝日「やじうまテレビ～華麗なるギャッピー取材」-撮影	
■RKB「MOVE~YAGP」-撮影	

■ASOBISYSTEM「きゃりーぱみゅぱみゅNY公演」-タレント・ケアー	
■テレビマン・ユニオン「きゃりーぱみゅぱみゅ・ワールド・ツアー・ドキュメンタリー」	

　-制作協力	
■KINO「人類資金」-制作	
 
MAY 
■NHK総合「SPORTS NEWS～藤川球児関連」-撮影	
■NHK教育「スーパープレゼンテーション」-技術派遣	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■TBS「PGA HP BYRON NELSON CHAMPIONSHIP」-技術派遣	
■TBS「PGA THE MEMORIAL TOURNAMENT」-技術派遣	

■フジテレビ「MR.サンデー～３Dプリンター」-撮影	
■BS朝日「ISEF」-技術派遣	
■WOWOW「ノンフィクションW」-制作協力	
■NIKKEI CNBC～エール大学教授インタビュー -撮影	
■フロンテッジ「Sony Action Cam -Geronimo」制作	

■Asahi Beer USA「Lucky Rice Event」-スティル撮影	
 
JUNE 
■NHK総合「NEWS ～YPC」-撮影	
■TBS「全米女子ゴルフ選手権LPGA」-中継技術派遣	
■TBS「S1～世界陸上事前取材」-技術派遣	

■TBS「AMERICAN NINJA WARRIORS」-技術派遣	
■テレビ朝日「報道ステーション～原発関連」-撮影	
■テレビ朝日「報道ステーション～IPS細胞」-中継技術派遣	

■関西テレビ「実在リサーチ～NY市警」-撮影	
■WOWOW「ノンフィクションW」-制作協力	

■BSジャパン「日本背長戦略のカギ！」-制作協力	

■NHK総合「MLB ALL STAR GAME'13」-技術派遣	
■NHK総合「伝説の名勝負～サッカーメキシコオリンピック」-技術派遣	
■NHK総合「NHKスペシャル～NYU教授インタビュー」-技術派遣	
■日本テレビ「ピープルマグネットTV~MAKE IT RIGHT」-制作協力、撮影	

■フジテレビ「MLB ALL STAR GAME'13」-中継技術派遣	
■TBS「ぴったんこかんかん～CHICAGO」-撮影	

■テレビ東京「松井秀喜引退セレモニー」-中継技術派遣	
■WOWOW「ノンフィクションW」-制作協力	

■RKB「BARNEYS NY RELATED」-技術派遣	
■SONY MUSIC TV -技術派遣	
■O PROJECT -技術派遣	

■世界のハレノヒ -撮影	
 
AUGUST 
■NHK教育「スーパープレゼンテーション」-技術派遣	
■日本テレビ「所さんの笑ってこらえて」-中継技術派遣	

■TBS「PGA CHAMPIONSHIP」-中継技術派遣	
■TBS「PGA WHYNDAM CHAMPIONSHIP」-技術派遣	
■テレビ朝日「報道ステーション～イエール大学」-中継技術派遣	
■テレビ朝日「スポーツニュース～ダルビッシュ取材」-撮影	
■テレビ朝日「スポーツニュース～イチロー４０００本安打取材」-撮影	

■エンジンフイルム「東京オリンピック2020招致映像」-US制作	
■D'z Entertainment「GOLD FLAG インフォーマーシャル」-制作協力、撮影	
■創価学会 -技術派遣	

■BRADELIS NY 社長密着取材	

SEPTEMBER 
■NHK総合「ニュース～国連総会」-中継技術派遣	
■日本テレビ「ZERO NEWS~謝罪の王様」-制作協力、撮影	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	

■BS日テレ「私の愛するニューヨーク 石原さとみ」-制作協力、撮影	
■TBS「IOC総会」-中継技術派遣	
■テレビ朝日「スポーツニュース～ダルビッシュ取材」-撮影	
■テレビ朝日「ニュース～国連総会」-撮影	

■テレビ朝日「とんねるずのスポーツ王は、俺だ～マッケンロー」-技術派遣	
■テレビ東京「美の巨人」-撮影	
■WOWOW「ノンフィクションW」-制作協力	

■AK-69「Live at SOB's」-撮影	
■NIKKEI CNBC～ジムロジャーズインタビュー	
■真如苑～秋の法要	
「 Shinnyo Celebration on the Equinox: Sharing the Light of Peace  

Shinnyo Lantern Floating For Peace@ Central Park」-技術スーパーバイズ	
■大阪阪急デパート～NYイベント -技術派遣	
■創価学会 -技術派遣	
■経営合理化録音業務	

OCTOBER 
■NHK総合「ニュース～ノーベル賞関連」-撮影	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■フジテレビ「世界ほっとジャーナル」-撮影	

■フジテレビ「リアルスコープ～豪華客船」-撮影	
■TBS「PGA～THE PRESIDENTS CUP」-技術派遣	
■テレビ朝日「スポーツニュース～ALCS」-技術派遣	
■テレビ朝日「報道ステーション」-技術派遣	

■RKB「元気BY福岡～コカコーラCEO対談」-撮影	
■関ジャニ∞コンサート映像撮影 -技術派遣	
■香港映画「熱情3D」-制作	

NOVEMBER 
■NHK総合「NHKスペシャル～石炭関連」-技術派遣	
■NHK総合「ニュース～八王子殺人事件関連」-撮影	
■NHK教育「村上春樹」-技術派遣	

■NHK教育「スーパープレゼンテーション」-技術派遣	
■日本テレビ「MAMA I WANT TO SING」-制作協力、撮影	

■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■TBSテレビ「炎の体育会」-リサーチ	
■MBS「ちちんぷいぷい-リアル世界くん-」-制作協力、撮影	
■WOWOW「国際エミー賞」-撮影	
■キョードー東京「インザハイツ」-撮影	

■ピクト「キヤノン・EFレンズ PV」-制作協力、撮影協力	
■CANON VP -技術派遣	

■KONICA MINOLTA PV -技術派遣	

DECEMBER 
■NHK総合「ニュースウオッチ９～TPP関連」-技術派遣	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■フジテレビ「すぽると～松井X阿部」-技術派遣	

■フジテレビ「ジャンクスポーツ」-撮影	
■FCI「モーニングEYE～葉加瀬太郎WORLD TOUR」-技術派遣	
■FCI「モーニングEYE～VAMPS」-技術派遣	
■テレビ朝日「ニュース～ダブルダッチ」-撮影	

■TBS「恋愛とは何だ」-撮影	
■WOLF OF WALL STREETプレミア取材 -撮影	

2013 PROJECT LIST 

JULY 
■NHK総合「SPORTS NEWS ～松井秀喜関連」-撮影	
■NHK総合「SPORTS NEWS ～田中賢介関連」-撮影	



JANUARY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「NEWS ～大統領予備選挙」-中継技術派遣	
■NHK総合「SPORTS NEWS ～ダルビッシュ入団会見」-中継技術派遣	
■NHK BSP「極上美の饗宴 」-制作協力	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■TBS「WEST SIDE STORY」-技術派遣	

FEBRUARY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「スポーツニュース～MLB SPRING TRAINING」-技術派遣	
■日本テレビ 「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■日本テレビ 「第46回Super Bowl＠INDIANAPOLIS」-中継技術派遣	
■TBS「スポーツニュース～MLB SPRING TRAINING」-中継技術派遣	
■TBS「MILLION DOLLAR QUARTET」-技術派遣	
■ユニクロ「社内広報ビデオ」-制作協力、撮影	
■JACCS CM -制作協力、技術派遣	

MARCH 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣・制作協力	
■NHK総合「スポーツニュース～MLB SPRING TRAINING」-技術派遣	
■NHK総合「NEWS ～ 大統領中間選挙」-中継技術派遣	
■NHK BS1「BSスペシャル～東日本復興支援関連」-技術派遣	
■NHK BS1「エルムンド～STUDENT LOANS」-技術派遣	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■TBS「炎の体育会」-リサーチ	

■TBS「スポーツニュース～MLB SPRING TRAINING」-中継技術派遣	
■TBS「ナビスコクラフトLPGA」-技術派遣	

■テレビ東京「美の巨人」-技術派遣	
■WOWOW「L'Arc～en～Ciel LIVE in NY」-中継技術派遣	

■総務省、電通「東北ピッチ」-制作	

■「アジアン・サイド・オブ・ザ・ドック2012」- イベント制作	

APRIL 
■NHK総合「BIZ PLUS ～シエールガス革命」-中継技術派遣	
■NHK総合「NEWS ～Bo Gua Gua」-技術派遣	
■NHK総合「NEWS ～スペースシャトル関連」-技術派遣	
■NHK BS1「MLB'12 TEX@DET」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB'12 SEA@TB」-中継技術派遣	
■NHK BS1「エルムンド～BIG APPS」-技術派遣	
■TBS「みのもんたの朝ズバ！」-制作協力	

■TBS「NEWS 23～MLB」-中継技術派遣	
■テレビ朝日「報道ステーション～MLB」-技術派遣	

MAY 
■NHK総合「クローズアップ現代～フードバンク」-技術派遣	
■NHK総合「SPORTS NEWS～SPORTS ACCORD」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB'12 NYY@BAL」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB'12 BOS@BAL」-中継技術派遣	
■NHK BS1「エルムンド～ハンプトンの塩」-技術派遣	
■NHK BSP「ザ・プロファイラー」-技術派遣	
■日本テレビ「another sky ～山田優」-制作、技術派遣	
■日本テレビ「another sky ～マリエ」-制作、技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ "レディー・ガガ・ネイルリスト・インタビュー"」-技術派遣	
■TBS「朝ズバ」-技術派遣	
■TBS「アベンチャーズ」-技術派遣	

■BS朝日「ISEF」-技術派遣	
■SKY A「ラン＆ライド～5 BORO BIKE TOUR」-技術派遣	

■資生堂「１４０周年記念～Stories of Shiseido」-制作協力、技術派遣	
■松竹「人類資金」-技術派遣	

JUNE 
■NHK総合「NEWS ～G20」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB'12 OAK@SEA」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB'12 BOS@SEA」-中継技術派遣	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■日本テレビ「夢の通り道～黒ひげ海賊団対官軍の海戦」-技術派遣	
■TBS「SPORTS NEWS～水泳」-技術派遣	
■TBS「全米女子ゴルフ選手権LPGA」-中継技術派遣	
■テレビ朝日「スポーツニュース～MLB」-技術派遣	
■テレビ朝日「ゲットスポーツ～黒田インタビュー」-技術派遣	
■テレビ朝日「極真空手」-技術派遣	
■関西テレビ「さんまのまんま～まんまのまんま大全集」-制作協力	

■Breitling「Navi timer～イベントビデオ」-制作協力、編集、技術派遣	

AUGUST 
■NHK総合「NEWS～共和党大会」-中継技術派遣	
■NHK総合「スポーツニュース～MLB」-技術派遣	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■TBS「PGA CHAMPIONSHIP」-中継技術派遣	
■TBS「CASIOイベント」-技術派遣	
■テレビ東京「美の巨人」-技術派遣	
■WOWOW「宮里美香ドキュメント」-技術派遣	

■AK-69「Swag Walk」Album Cover -制作、ロケーション協力	
■映画「悪の教典」-制作協力	

SEPTEMBER 
■NHK総合「ニュース～国連総会」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB'12 NYY@BAL」-中継技術派遣	
■日本テレビ「NFL倶楽部～DAL@NYG」-撮影	
■フジテレビ「世界文化賞」-中継技術派遣	
■テレビ朝日「スポーツニュース～フィギアスケート」-技術派遣	
■WOWOW「C-USA～LE NOIR」-技術派遣	
■B'Z　コンサート「オフィシャル・スティル」-撮影	
■AK-69「Swag walk」Music video -制作	
■MYOJO「SEXY ZONE 写真撮影」-制作協力	
■ガンガンガン速CM -撮影	
■電通テック「AISIN 企業VP」-制作協力、技術派遣	

■FOCUS TAIWAN NEW YORKイベント -技術派遣	

OCTOBER 
■NHK総合「NHKスペシャル～中国語学校」-技術派遣	
■NHK総合「スポーツニュース～ブリューワーズ青木取材」-技術派遣	
■NHK総合「SANNA」-技術派遣	
■NHK BS1「MLB'12 WILD CARD　BAL@TEX」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB'12 NLDS WAS@STL」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB'12 ALCS NYY@DET」-中継技術派遣	
■日本テレビ「another sky ～河北麻友子」-制作協力、技術派遣	

■日本テレビ「another sky ～安藤忠雄」-制作協力	
■日本テレビ「夢の通り道～ボストン」-技術派遣	

■フジテレビ「矢野顕子レコーディング撮影」-技術派遣	
■テレビ朝日「スポーツニュース～ALDS」-技術派遣	

■テレビ朝日「EX SPORTS～MLB WORLD SERIES」-技術派遣	
■AK-69「The Show Must Go On」Music video -制作	
■AK-69「Independent King」Album Cover -制作、ロケーション協力	

■博報堂「CANON VP」-制作協力	
 
NOVEMBER 
■NHK総合「海外ネットワーク」-中継技術派遣	
■NHK総合「大統領選挙関連」-中継技術派遣	
■NHK BSP「イッピン～美濃和紙」-制作協力、撮影	
■日本テレビ「another sky ～近藤真彦」-技術派遣	
■TBS 「ATARU」-技術派遣	

■フジテレビ「大統領選挙開票特番」-中継技術派遣	
■WOWOW「国際エミー賞」-撮影	

■AK-69「Independent King」Album Cover -制作、ロケーション協力	
■THE LION KING 15TH YEARS ANNIVERSARY -技術派遣	

■ENDLESS SHOCK 「パンフレット・スティル撮影」-制作協力	

DECEMBER 
■NHK総合「紅白歌合戦～MISIA」-中継技術派遣	
■NHK BS1「エルムンド～クリスマス中継」-中継技術派遣	
■フジテレビ「世界法廷ミステリー」-技術派遣	
■テレビ東京「美の巨人」-制作協力	
■テレビ東京「NEW YORK タイムズスクエアーカウントダウン」-技術派遣	
■WOWOW「ノンフィクションW～梁英姫（ヤンヨンヒ）」-技術派遣	
■WOWOW「GRAMMY AWARDS NOMINEE」-中継技術派遣	
■AK-69「Start It Again」Music video -制作	
■Allatate「Black history of month」Print media -制作	
■REDAC「TV Commercial」-制作、技術派遣	

■博報堂「CANON ANNUAL REPORT & CANON STORY」-制作協力	
■博報堂「CANON VP」-制作協力	

■IRON CHEFイベント -中継技術派遣	
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JULY 
■NHK総合「NEWS ～FERMILAB」-技術派遣	

■NHK BS1「MLB'12 BOS@SEA」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB'12 STL@MIL」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB'12 NYY@SEA」-中継技術派遣	
■日本テレビ「笑ってこらえて」NY支局 -制作協力	
■日本テレビ「another sky ～米倉涼子」-制作協力	
■BS日テレ「絶景7ワンダーズ～カナダ・ファンディ湾～」-制作協力	
■TBS「ミュージカル・シカゴ・米倉涼子プレミア」-オフィシャル・スティル撮影	
■TBS「ぴったんこかんかん～米倉涼子 CHICAGO」-制作協力、撮影	
■AXN JAPAN JCTV「エミー賞は誰の手に」-制作協力・撮影	
■CANON PV -技術派遣	



JANUARY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-演出	
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「NEWS～ハイチ大地震から１年」-中継技術派遣	
■フジテレビ「全米フィギュアスケート選手権 」-制作、ロケーション協力	
■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	
■日経BP社「記事広告」-制作協力	

FEBRUARY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「スポーツニュース～MLB SPRING TRAINING」-技術派遣	
■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	
■日本テレビ 「第45回Super Bowl＠DALLAS」-中継技術派遣	

■日本テレビ「夢の通り道スペシャル "ディズニーファンタズミック"」-技術派遣	
■日経BP社「記事広告」-制作協力	

■フジテレビ「スポーツニュース～PGA WGC アクセンチュアマッチプレー選手権」	
　-技術派遣	
■ADK「日本学会用、インタビュー」-制作、ロケーション協力・撮影	

■SHARP QUATTRON VP「グローバル映ソフト "ＳＰＩＮ"」-技術派遣	
 
MARCH 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「スポーツニュース～MLB SPRING TRAINING」-技術派遣	

■NHK総合「地球アゴラ」-撮影	
■NHK BS1「プレキソ英語」-技術派遣	

■NHK BS1「地球テレビ　エルムンド～THE RIDE」-技術派遣	
■NHK BSP「旅のチカラ-今井絵里子」-制作、ロケーション協力・技術協力	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ協力	
■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	
■TBS BS-i「グローバルナビ～先物取り引き」-撮影	

APRIL 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK教育「ハーバード大学」-撮影	
■NHK BS1「MLB QUIZ SHOW～真のクイズ王は誰だ!?」-中継技術派遣	
■NHK BS1「メジャーリーグ中継'11 BOS@BAL」	
■NHK BS1「地球テレビ エルムンド～HOLLYWOOD STUNT」-技術派遣	
■TBS BS「ゆらり散歩～世界の街角」-撮影	
■TBSラジオ「マスターズ・トーナメント」-クライアント・コーディネーション	
■PANASONIC VP「社内方針ビデオ」-撮影	

MAY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK BS1「地球テレビ　エルムンド～空中ブランコ」-技術派遣	
■テレビ朝日「新日本プロレスｉｎＵＳＡ」-技術派遣	
■SONY MUSIC「AISHA/DMC」-撮影	

JUNE 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「スポーツニュース」-技術派遣	
■NHK BS1「メジャーリーグ中継　OAK@PHI」-中継技術派遣	
■NHK BSP「旅のチカラ~柳楽優弥」-制作、ロケーション協力	
■日本テレビ「アンジェラ・アキI Have a Dream 夢が創った奇跡のコレクション」	
　-制作、ロケーション協力・撮影	
■日本テレビ「ナショナルギャラリー展　特番」-制作、ロケーション協力・技術派遣	
■TBS「中居正広の金曜日のスマたちへ～タレント、ユージの波乱万丈な人生の再現」	

　-撮影	
■TBS「S1～世界陸上女子マラソン合宿」-技術協力	

■TBS「全米陸上」-技術協力	
■テレビ朝日「ゲット・スポーツ」-技術派遣	

■JCTV 「モントリオールジャズフェスティバル-RETURN TO FOREVER」	
　-インタビュー・ライブ撮影・技術協力	
■YAMAHA MUSIC 「上原ひろみLIVE」-撮影	

■ヒストリーチャンネル　「9.11 10th anniversary press event」-撮影	
 
JULY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「NHK NEWS」-技術派遣	
■NHK BS1「メジャーリーグ中継SEA@NYY」-中継技術派遣	
■TBS BS「世界・夢列車に乗って」～ラストフロンティア・アラスカ鉄道旅行～	
　-制作,ロケーション協力	
■AXN JAPAN JCTV「エミー賞は誰の手に」-制作協力・撮影	
■ASIA FILM FESTIVAL -撮影	

■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「ニュース～９.１１関連」-中継技術派遣	
■NHK総合「ニュース～国連総会」-中継技術派遣	
■NHK BS1「メジャーリーグ中継 BOS@NYＹ」-中継技術派遣	
■WOWOW「全米オープンテニス2011」-中継技術派遣	
■WOWOW「Boardwalk Empire Season2」-技術	
■WOWOW「メトロポリタン・オペラ」-中継技術派遣	

OCTOBER 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力、中継技術派遣	
■NHK総合「ニュース～９.１１関連」-中継技術派遣	
■NHK総合「ニュース～国連総会」-中継技術派遣	
■NHK BS1「メジャーリーグ中継 BOS@NYY」-中継技術派遣	
■日本テレビ「another sky ～長谷川京子」-制作協力	
■日本テレビ「another sky ～上原ひろみ」-制作協力	
■TBS BS「世界・夢列車にのって」～アメリカ・コロラド蒸気鉄道の旅～	
　-制作、ロケーション協力	
■Next One Create「LDI2011」-制作、ロケーション協力	

■博報堂「CANON VP」-制作協力	

NOVEMBER 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「APEC」-中継技術派遣	
■NHK BSP「新日本風土記スペシャル」-制作、ロケーション協力・撮影	
■TBS 「王様のブランチ～HUGO」-撮影	
■テレビ朝日「ANNニュース」-撮影	
■WOWOW「ノンフィクションW～シガニーウィーバーインタビュー」-撮影	

DECEMBER 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力、中継技術派遣	
■NHK BS1「地球テレビ エルムンド～クリスマス中継」-中継技術派遣	
■TBS「スポーツニュース～野口みずき」-技術派遣	
■博報堂「CANON ANNUAL REPORT & CANON STORY」-制作協力	

■博報堂「CANON VP」-制作協力	
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AUGUST 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	

■NHK総合「スポーツニュース」-技術派遣	
■NHK BS1「ドキュメンタリーWAVE-監視社会への道～"愛国者"たちの自由の行方～」	
　-制作、ロケーション協力	
■NHK BSP 
　 「シリーズ 巨匠たちの"青の時代"～STANLEY KUBRICK～俺の眼を見つけた！」	

　-制作、ロケーション協力	
■TBS BS 
　「世界・夢列車に乗って」～ゴールドラッシュラプソディー・北アメリカ鉱山鉄道の旅II 
　-制作、ロケーション協力	

 
SEPTEMBER 



JANUARY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-演出	
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■テレビ朝日「報道ステーション」-撮影	
■日経BP社「記事広告」-制作協力	
■農林水産省(MAFF) 
　「The Essence of Japanese Food: Discover Authentic Japanese Ingredients」	
　-撮影	

FEBRUARY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-演出	
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「スポーツニュース～MLB SPRING TRAINING」-技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ」-演出	
■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	
■フジテレビ「第21回オリンピック冬季競技大会（バンクーバー）」-制作協力	
■日本テレビ「another sky～AKB48が秋元康の第2の故郷NYで修行～」	
　-制作、ロケーション協力・技術協力	
■日本テレビ「SUPER BOWL 」-中継技術派遣	

■テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」-技術派遣	
■WOWOW「スペシャルドラマ "コヨーテ、海へ"」-技術派遣	

■テレビジャパン「情熱トークUSA」-技術派遣	
■角川書店「プレスセッション／ダン・ブラウン“The Last Symbol”インタビュー」-撮影	

■集英社「今井翼フォトエッセー「僕の楽園（ＢＡＬＬＰＡＲＫ）」-制作、ロケーション協力	

MARCH 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「地球アゴラ」-撮影	
■NHK総合「スポーツニュース～MLB SPRING TRAINING」-技術派遣	
■NHK BS2「NY MUSIC LOVE」-技術派遣	
■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	
■日本テレビ「another sky～AKB48が秋元康の第2の故郷NYで修行～」	

■TBS「NEWS23」-制作、ロケーション協力	
■WOWOW「スペシャルドラマ "コヨーテ 海へ"」-技術派遣	
■TBS BS「ゆらり散歩　世界の街角」-制作、ロケーション協力・撮影	
■SONY MUSIC「CHATMONCHY LIVE AT JAPAN NIGHT IN NY」-撮影	

APRIL 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「NEWS～山崎直子宇宙飛行士搭乗」-技術派遣	
■NHK総合「スポーツニュース～MLB SPRING TRAINING」-技術派遣	
■TBS「世界笑える！ジャーナル」-制作、ロケーション協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER」-制作、ロケーション協力	
■映画「ハナミズキ」-技術派遣・制作、ロケーション協力	

■吉本興行「やりすぎコージーDVD」-制作協力	

MAY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK BS1「メジャーリーグ中継 ANN@BOS」-中継技術派遣	
■NHK BS1「メジャーリーグ中継 NYY@BOS」-中継技術派遣	
■NHK BS1「ニューヨークウェーブ・SCORE」-技術派遣	
■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	
■TBS CS「五嶋龍 in ニューヨーク～カーネギーへの道」-撮影	
■グリコCM -技術派遣	

■日経BP社「記事広告」-制作協力	
■マキャンエリクソン「ホタル・ストライドガム　バイラルウェブ動画」-制作、リサーチ協力	

JUNE 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-演出	
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「国連G8.G20ニュース」-中継技術派遣	
■NHK BS1「メジャーリーグ中継 SEA@TEX」-中継技術派遣	
■NHK BShi「第64回トニー賞生中継-制作、ロケーション協力	
■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	
■フジテレビ「城南海NY密着」-制作、ロケーション協力	
■日本テレビ「爆笑レッドカーペッド　衝撃の世界進出SP」-技術派遣	
■テレビ朝日「やじうまサタデー/ RED BULL AIR RACE」-技術協力	
■グリコCM -技術派遣	
■映画「学校をつくろう」-撮影協力	
■Koms Sift「Carnegie Hall NYJAPAN Festival」-制作、ロケーション協力	

　-制作、ロケーシン協力・撮影	
■WOWOW「WOW FES!2010/ interview with Roberta Flack & Raul Midon」	
　-制作、ロケーション協力・撮影	
■AXN JAPAN JCTV「エミー賞は誰の手に」-制作協力・撮影	
■MAD Productions 「Getty Image Footage Shooting」	

　-撮影・制作、ロケーション協力	

AUGUST 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK BS1「メジャーリーグ中継 SEA@BOS」-中継技術派遣	
■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	
■TBS　「NEWS」-撮影	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ協力	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER」-リサーチ協力	
■TBS BS「ゆらり散歩　世界の街角」-制作、ロケーション協力・撮影	

■TBS BS「女子彩々/NFLチアリーダー　小島智子」-制作、ロケーション協力・撮影	
■YAMAHA MUSIC「上原ひろみライブ」-DVD撮影	

■ラバーソウル「GLAY」-マスターリング・コーディネーション	
■想研VP　「みずほ証券グローバル・マクロ戦略への投資」-撮影	
■MAD Productions 「Getty Image Footage Shooting」-撮影・制作、ロケーション協力 SEPTEMBER 

■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK BS-1「世界のドキュメンタリー“告白 coming out”」-制作、ロケーション協力	
■NHK BS-1「メジャーリーグ中継ATL@NYM」-中継技術派遣	
■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	
■TBS BS「榊原・嶌のグローバルナビ」-制作、ロケーション協力・技術協力	
■テレビ東京「この日本人がスゴイらしい。Brand New Japan」-撮影	
■テレビ朝日「ANN NEWS-国連総会取材」-撮影	
■日本テレビ「美女3人が行く！アメリカ横断　きれいグッズ発掘ツアー」-撮影	

　-制作、ロケーション協力・技術派遣 	■WOWOW「全米オープンテニス2010」-中継技術派遣	
■TBS「世界のぞき見！シュラバ劇場 今夜は修羅馬がいっぱい!他人の修羅場は密の味SP」  ■博報堂「イオン会長国連受賞式」-撮影	

　-制作、ロケーション協力・撮影	
OCTOBER 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-演出	
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK総合「クローズアップ現代」-撮影・制作協力	
■NHK総合「NHKスペシャル-チリ鉱山事故の真実」-撮影	
■NHK BS 
　「永遠のヒロイン　その愛と素顔お母さん私を許せますか～マレーネ・ディートリッヒ」	
　-制作、ロケーション協力	
■NHK BS「ペーパーフィルムが語る100年前のアメリカ３映画誕生」	
　-制作、ロケーション協力	
■NHK BS「今日の世界」-技術派遣	
■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	

■フジテレビ「めざましテレビ」-技術派遣	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ協力	

■BS ASAHI「木村佳乃のイマジンロード～ジョン・レノン生誕70年　愛と平和への旅路」	
　-制作、ロケーション協力・撮影	

■DIVA「三井物産VP/メキシコ撮影」-制作、ロケーション協力	

NOVEMBER 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■NHK BS1「ニューヨークウェーブ」-撮影	
■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	
■テレビ東京「マスターズ・オン・アイス日本公演事前特番」-撮影	
■TBS BS「ゆらり散歩　世界の街角」-撮影	
■TBS BS「榊原・嶌のグローバルナビ」-技術派遣	
■アルバトロスフィルム「ウッディアレン　インタビュー」-撮影	
■日経BP社「記事広告」-作成	

■博報堂「CANON ANNUAL REPORT&CANON STORY」-制作協力	

DECEMBER 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-演出	
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	
■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	
■フジテレビ「奇跡体験!アンビリバボー禁断生放送！」-技術派遣	
■日本テレビ「世界の果てまで行ってQ! ライブラリー年末SP」-技術派遣	
■イベント「Ecobuild America」Japan Population -制作、ロケーション協力	

■Williams Hames, Inc「ダリル・ホール」インタビュー -撮影	
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JULY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-演出	
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-中継技術派遣	

■NHK BS1「メジャーリーグ中継 KC@LAA」-中継技術派遣	
■NHK BS1「メジャーリーグ中継 ALL STAR GAME」-中継技術派遣	

■フジテレビ「情報プレゼンター　とくダネ！」-演出	
■TBS BS「ゆらり散歩　世界の街角」-制作、ロケーション協力・撮影	

■テレビ朝日「シルシルミシルさんデー / ラルフ ブライアント インタビュー」	



JANUARY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力・中継技術派遣	
■NHK総合「仮面の怪人 エドガー・アラン・ポオ」-制作協力・技術派遣	
■NHK総合「AUTO SHOW@DETROIT」-撮影 ss 
■NHK総合「GM/UNSC取材」-撮影	
■NHK総合「経済 前線」-中継技術派遣	
■NHK総合「おはよう日本～US AIRハドソン川不時着事故」-撮影・中継技術派遣	
■NHK BS1「NY街物語～RACOON」-技術派遣	
■NHK BS1「NY街物語～BROADWAYの舞台裏」-技術派遣	
■日本テレビ「NNN NEWS～AUTO SHOW@DETROIT」-撮影	
■日本テレビ「NNN NEWS～大統領就任式」-撮影	

■日本テレビ「ズームインSUPER!!～ミシェル・オバマ夫人のファッション」-撮影	
■フジテレビ「めざにゅ～」制作協力	

■TBS「情熱大陸～アラン・ギルバート」-制作協力	
■TBS「水曜ノンフィクション～自動車産業の行方」-撮影	
■テレビ朝日「報道ステーション～テレビが伝えた50年 "デストロイヤー氏インタビュー"」	
　-技術派遣	
■ユニクロCM -技術派遣	

 
FEBRUARY 
■NHK総合 「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力・中継技術派遣	
■NHK総合「スポーツニュース～MLB SPRING TRAINING」-技術派遣	
■NHK総合「ニュース９～リンカーン生誕の地」-撮影	
■NHK総合「ニュース９～ミシェル夫人のルーツ」-撮影	

■NHK総合「未来への堤言」-撮影	
■NHK BS1「NLB」-中継制作協力	
■フジテレビ 「開局５０周年特番～“FILE 8 : ケネディ暗殺”」-撮影	

■日本テレビ　「心に刻む風景～ジェームス・ディーン、赤塚不二夫、グレース・ケリー、	
　イブラハム・リンカーン」-制作協力	
■日本テレビ「第43回Super Bowl＠TAMPA」-中継技術派遣	
■TBS BSI 「唐招堤寺特番」-技術派遣	
■WOWOW 「第５１回グラミー賞」-制作協力	

■WOWOW「第81回アカデミー賞」-中継技術派遣	
■スカイネットワーク 「ゴシップガール　カミングスーン特番」-制作協力、撮影	

■日立建機VP「NASAスペースシャトル打ち上げ」-撮影、制作協力	
 
MARCH 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力・中継技術派遣	
■NHK総合「スポーツニュース～MLB SPRING TRAINING」-技術派遣	
■NHK総合「ニュース～UN スーダン関連」-撮影	

■NHK総合「NHKスペシャル～果てしなき探求・万物の根源を求めて」-撮影	
■NHK総合「未来への提言～ドナルドキーン」-撮影	
■NHK BS1 「MLB中継」-制作協力	
■TBS「ニュース２３」-技術派遣	

■TBS「WORLD BASEBALL CLASSIC 2009」-中継技術派遣	
■TBS「S1・Jスポ～ MLB SPRING TRAINING 」-中継技術派遣	
■日本テレビ「PGA GOLF～石川遼」-撮影	

■日本テレビ「another sky」-技術	
■共同テレビ 　特別番組 -制作協力	
■日立建機VP「NASAスペースシャトル打ち上げ」-制作協力、撮影	
■BOSCH ハーバードメディカルスクールVP -撮影	
■DIVA　野村グループPV -制作協力	

 
APRIL 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力・中継技術派遣	
■NHK総合「スポーツニュース～MLB SPRING TRAINING」-技術派遣	
■NHK総合「スポーツニュース～MLB 2009」-技術派遣	
■NHK総合「東京カワイイTV」-制作協力・撮影	

■NHK総合「ハイビジョンスペシャル～棟方志功」-撮影	
■NHK BS1「NLB'09」-制作協力	
■NHK BS1「MLB'09」-制作協力	

■NHK BS1「MLB'09 NYY@TB」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB'09 BAL@BOS」-中継技術派遣	

■NHK BS1「NY STREET ～バーテンダー」-技術派遣	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	

■日本テレビ「INDY RACING '09 ～ 開幕戦（セントピータズバーグ）」-技術派遣	
■日本テレビ「心に刻む風景～ジェームス・ディーン、赤塚不二夫、グレース・ケリー、	
　イブラハム・リンカーン」-制作協力	

■TBS 「JNN NEWS ～北朝鮮問題」-撮影	
■テレビ朝日「素敵な宇宙船地球号～バードストライク」-撮影	

■SUBARU Web Movie -制作協力、技術派遣	
 
MAY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力・中継技術派遣	
■NHK総合「ニュース～豚インフルエンザ関連取材」-技術派遣	
■NHK総合「ニュース～北朝鮮核実験関連取材」-技術派遣	
■NHK総合「ダライラマ」-撮影	

■NHK BS1「NY WAVE ～TATOO」-技術派遣	
■NHK BS2「ザ・ネットスター」-撮影	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力・中継技術派遣	

■フジテレビ「先読み～臓器移植」-撮影	
■日本テレビ「NNN NEWS～北朝鮮核実験関連」-撮影	
■テレビ朝日「真夏のオリオンUS試写会」-撮影	
■放送大学「才能と教育」-撮影	
■SUBARU Web Movie -制作協力・技術派遣	

■講談社VP -撮影	

■NHK BS1「MLB'09 SEA@LAD」-中継技術派遣　	
■NHK BS1「NY WAVE ~UNDERGROUND RESTAURANT」-技術派遣	
■フジテレビ「めざカルチャ」-制作協力	
■TBS「MCDONALD’S LPGA CHAMPIONSHIP」-技術派遣	
■TBS「NNN NEWS～北朝鮮核実験関連」-撮影	
■東海テレビ「夢の力」-制作協力・撮影	

■VICTOR VP -撮影	
 
JULY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力・中継技術派遣	
■NHK総合「ニュース～NASA 若田さん帰還」-中継技術派遣	

■NHK BS1「MLBオールスター特番」-制作協力	
■NHK BS1「MLB'09」-制作協力	
■NHK BS1「MLB'09 SEA@DET」-中継技術派遣	

■NHK BS1「スポーツ大陸～アニタノール」-技術派遣	
■NHK BS1「ニューヨークウェーブ～取れたて野菜！産地は屋上農園」-技術	
■フジテレビ「めざカルチャ」-制作協力	
■フジテレビ「VAMPS LIVE」-技術派遣	
■TBS「JNN NEWS ~ 」-撮影	

■BS TBS「SOUL TO SONG ~ROLLING STONES」-撮影	
■RKB/毎日放送「世界 大の博物館ガイド」-技術派遣	

■JCTV「AXN JAPAN~EMMY AWARD」-制作協力・撮影	
■上原ひろみLIVE -技術派遣	
■SOY JOY CM -技術派遣	
■日立建機VP「NASAスペースシャトル若田さん帰還」-制作協力・撮影	
 
AUGUST 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力・中継技術派遣	

■NHK総合「ソーラーカー世界選手権」-撮影	
■NHK BS1「MLB'09」-制作協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」-制作協力	
■フジテレビ「SUPERFLY LIVE」-技術派遣	
■TBS「カミワザ～綱渡りショー」-技術派遣	

■テレビ東京「美の巨人たち～MAX ERNST」-制作協力・技術派遣	
■FOX JAPAN「MY STYLE MY WAY～メイベリン化粧品」-撮影	

SEPTEMBER 
■NHK総合「シリーズ 坂の上の雲 明治の夢・歴史の今」アメリカロケ	
　-制作協力・技術派遣	
■NHK総合「MLB'09」-制作協力	

■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力・中継技術派遣	
■NHK総合「NHKスペシャル～坂の上の雲」-技術派遣	

■NHK総合「ニュース～国連総会」-中継技術派遣	
■NHK総合「ニュース～G20金融サミット」-中継技術派遣	
■NHK BS1「ニューヨークウェーブ~Gadget Off」-技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ」-制作協力	
■フジテレビ「爆笑レッドカーペット」-撮影	

■フジテレビ「エチカの鏡～天才少年」-技術派遣	
■フジテレビ「不毛地帯」-技術派遣	

■フジテレビ「東京DOGS」-技術派遣	
■テレビ東京「モーニングサテライト ～リーマン破綻から１年」-中継技術派遣	
■テレビ東京「スポーツニュース～安藤美姫」-撮影	
■JCTV「地球まるごとTV」塚本高史 NYファッションウィークレポート -撮影	
■AKB48 U.S. Debut Concert in NYC LIVE -技術協力	
■PIX ジム・ジャームッシュ氏インタビュー -撮影	
■映画「ダーリンは外国人」-技術派遣	

OCTOBER 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力・中継技術派遣	
■NHK総合「追跡AtoZ~AKB48」-撮影	
■NHK BS1「MLB ALDS　2009～NYYvsMIN」-中継技術派遣	

■NHK BS1「MLB ALCS　2009～NYYvsLAA」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB ワールドシリーズ 2009～ NYYvsPHI」-中継技術派遣	
■NHK BS1「未来への提言」-撮影	
■日本テレビ「another sky ～菊地凛子」-制作協力・技術	

■フジテレビ「とくダネ！」-制作協力	
■TBS 「JNN NEWS ～北朝鮮問題」-撮影	
■テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」-撮影	

■FOX HOME ENTERTAINMENT「Night at the Museum」-撮影	

NOVEMBER 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力・中継技術派遣	
■フジテレビ「とくダネ！」-制作協力	
■フジテレビ「めざましテレビ ココ調」-制作協力	

■TBS「王様のブランチ～買い物の達人」-技術派遣	
■日本テレビ「ズームインSUPER!!~ヤンキース優勝関連」-中継技術派遣	

■テレビ朝日「Sma Station!!」-中継技術派遣	

DECEMBER 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力・中継技術派遣	
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JUNE 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力・中継技術派遣	
■NHK BS1「MLBオールスター特番」-制作協力	

■NHK BS1「MLB'09」-制作協力	
■NHK BS1「MLB'09 TB@NYY」-中継技術派遣	



JANUARY 
■NHK総合「大統領予備選挙、党員集会」-中継技術派遣	
■NHK総合「NHKスペシャル～闘うリハビリ～」-撮影	
■NHK総合「GM/UNSC取材」-撮影	
■NHK教育「ドナルドキーンの日本開国」-撮影	
■NHK BS1「NY街物語～CARE BEARS～」-技術派遣	
■NHK BS1「海外ネットワーク～イタリアンレストラン～」-撮影	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	

■フジテレビ「Oh My NY～ニューヨーカーの子育て事情～」-制作協力	
■日本テレビ「大統領予備選挙、党員集会」-撮影	

■TBS「未来創造堂」-リサーチ協力	
■テレビ東京「美の巨人たち」-制作協力	

■BS Japan「World Hip Hotels」-技術派遣	

■WOWOW「アカデミー賞～オズボーン氏インタビュー～」-技術派遣	

FEBRUARY 
■NHK総合「スーパーチューズデー」-中継技術派遣	
■NHK BS1「Mandy Report」-技術派遣	
■NHK BS1「BS News～イラク開戦５年」-技術派遣	
■NHK BS1「NY街物語～韓国人音楽プロデューサー」-技術派遣	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	

■フジテレビ「Oh My NY」-中継技術派遣	
■フジテレビ「みたもん」-技術派遣	

■日本テレビ「MLB Camp 2008松井秀喜選手取材」-番記者派遣	
■日本テレビ「MLB Camp 2008」-撮影	

■日本テレビ「第42回Super Bowl」-中継技術派遣	
■日本テレビ「スーパーチューズデー」-撮影	
■日本テレビ「IRL Test」-技術派遣	
■TBS「未来創造堂」-リサーチ協力	
■TBS「スーパー動物園」-リサーチ協力	
■TBS「温暖化の恩恵？北極をめぐる利権争い勃発」-技術派遣	
■TBS「地球創世ミステリー～ガラパゴス”いのち”の１０年物語 -撮影	
■TBS BSI「アメリカ原始利用の歴史について-撮影	
■テレビ東京「ガイアの夜明け～世界同時株安」 -撮影	
■MBS「世界バリバリバリュー」-制作協力	

■福島中央テレビ「FIS Freestyle World Cup」-撮影	
■真如苑「The Service for World Peace and Harmony」-制作協力、技術派遣	

MARCH 
■NHK総合「スペースシャトルSTS-123打ち上げ」-中継技術派遣	
■NHK総合「Anika Sorenstamインタビュー」-撮影	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「Oh My NY」-中継技術派遣	
■日本テレビ「MLB Camp 2008松井秀喜選手取材」-番記者派遣	
■日本テレビ「大統領予備選挙関連」-撮影	
■日本テレビ「ズームインSuper!～ラーメン企画～」-技術派遣	

■日本テレビ「心に刻む風景」-技術派遣	
■TBS「未来創造堂」-リサーチ協力	

■TBS「スーパー動物園」-リサーチ協力	
■テレビ朝日「大統領予備選挙関連」-撮影	

■テレビ東京「ガイアの夜明け～伊藤忠」-撮影	
■TV Japan「情熱トーク～佐藤ゆか～」-撮影	
■JETRO「国際フードショー日本食ブース」-撮影	
■一風堂PV -技術派遣	
■真如苑「講演会収録」-撮影	

APRIL 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力、中継技術派遣	
■NHK総合「おはよう日本～大リーグ直行便」-撮影	
■NHK総合「MLB Sports」-撮影	
■NHK BS1「ビリー・ホリデーをさがして」-制作協力、技術派遣	
■NHK BS1「NY街物語～Professor」-技術派遣	
■FCI「World Eye News」-制作協力	
■日本テレビ「MLB 2008松井秀喜選手取材」-番記者派遣	
■日本テレビ「さくら特番」-制作協力、撮影	
■日本テレビ「News Zero~村上隆取材」-制作協力、撮影	

■日本テレビ「NNN News~大統領選」-撮影	
■TBS「スーパー動物園」-制作協力	

■テレビ東京「ソロモン流～加藤登紀子」-技術派遣	
■テレビ朝日「スシ王子 NY試写会」-撮影	

■FOX Japan「Power of Maybelline」-撮影	

JUNE 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力、中継技術派遣	
■NHK総合「おはよう日本～トニー賞」-撮影	
■NHK総合「NY MUSIC LOVE」-技術派遣	
■NHK総合「SPORTS NEWS～サブウェイシリーズ」-技術派遣	
■NHK BShi「ハイビジョン特集～村上隆」-撮影	
■FCI「WORLD EYE NEWS」-制作協力	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「FNN NEWS～地球温暖化対策」-撮影	
■日本テレビ「MLB2008 松井秀喜選手取材」-番記者派遣	

■日本テレビ「NNN NEWS～大統領予備選挙DC」-撮影	
■日本テレビ「ザ・世界仰天ニュース！」-技術派遣	

■日本テレビ「中村友梨香密着」-技術派遣	
■日本テレビ「ズームインSUPER!!～WATER FALL」-中継技術派遣	

■TBS「BIRTHDAY～上原ひろみ」-制作協力	
■TBS「MCDONALD’S LPGA CHAMPIONSHIP」-技術派遣	
■TBS BS-I 「こんなスゴいやつがいた」-撮影	
■テレビ朝日「SPORTS NEWS ～松坂選手インタビュー」-撮影	
■福岡放送「九州青春銀行」-技術派遣	
■SKY A「シカゴ繁昌亭」-技術派遣	
■YOMIKO「EDWIN VP」-制作協力、技術派遣	
■伊藤忠VP-撮影	
■樋口久子VP-撮影	
■コルベットVP-撮影	

JULY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力、中継技術派遣	
■NHK総合「クローズアップ現代～アメリカ女子レスリング」-技術派遣	
■NHK BS1「BS経済 前線～NYSE」-中継技術派遣	
■NHK BS1「NY街物語～TAXI」-技術派遣	
■FCI「WORLD EYE NEWS」-制作協力	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「MLB2008～アスレチックスvsヤンキース」-中継技術派遣	
■フジテレビ「MLB2008～ツインズvsヤンキース」-中継技術派遣	
■日本テレビ「MLB2008 松井秀喜選手取材」-番記者派遣	

■日本テレビ「ザ・世界仰天ニュース」-撮影	
■TBS「MLB2008～レッドソックスvsヤンキース」-中継技術派遣	

■TBS「ハウス食品～フードコンテスト」-撮影	
■テレビ朝日「原子力発電所」-撮影	

■テレビ神奈川「伊藤政則のROCK CITY～RICHインタビュー」-撮影	
■BAD MANプレミア試写会 -撮影	
■SUBARU PV -制作協力、技術	
■THE KITANO HOTEL CM「時を超えて」編 -技術派遣	
■山中千尋メイキングビデオ -技術派遣	
■環境問題VP -撮影	

AUGUST 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力、中継技術派遣	
■NHK総合「大統領選挙関連」-撮影	
■FCI「WORLD EYE NEWS」-制作協力	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「MLB2008～エンジェルスvsヤンキース」-中継技術派遣	
■フジテレビ「FNN NEWS～PEACE MEMORIAL CEREMONY」-撮影	
■日本テレビ「MLB2008 松井秀喜選手取材」-番記者派遣	
■日本テレビ「世界の果て迄イッテQ～天然インディゴ」-技術派遣	
■日本テレビ「中国の女達」-撮影	
■日本テレビ「NNN NEWS～民主党大会」-撮影	

■DESTINY「東宝　真夏のオリオン」-USA・MEXICO UNIT制作	
■電通TEC TOSHIBA VP -技術派遣	

2008 PROJECT LIST 

MAY 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力、中継技術派遣	

■NHK総合「おはよう日本～大リーグ直行便」-撮影	
■NHK総合「ビリーホリデーをさがして」-制作協力、技術	
■NHK総合「NHKスペシャル～金融危機」-技術派遣	

■NHK総合「カトリーナ被災者」-撮影	
■NHK教育「３ヶ月トピック英会話」-技術派遣	

■FCI「WORLD EYE NEWS」-制作協力	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「とくダネ！」"ナルニア国物語第２章"-撮影	
■日本テレビ「MLB2008 松井秀喜選手取材」-番記者派遣	
■日本テレビ「NNN NEWS～大統領予備選挙関連」-撮影	
■日本テレビ「第92回INDY500」-技術派遣	
■TBS「スーパー動物園」-制作協力	
■毎日放送「ちちんぷいぷい～JAPAN DAY　清水翔太LIVE」-撮影	
■C Factory 「倉木麻衣」-スタッフアテンド	
■TV JAPAN「情熱トーク～大野俊三」-撮影	
■TV JAPAN「セッションズ～地下鉄ミュージシャン」-撮影	

■東北新社「JUJU MUSIC VIDEO」-技術派遣	
■任天堂 WII CM「SUPER MARIO KART SP」-撮影	



2008 PROJECT LIST 

SEPTEMBER 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力、中継技術派遣	
■NHK総合「共和党大会」-中継技術派遣	

■NHK BS1「今日の世界～さよならヤンキースタジアム」-技術派遣	
■NHK BS1「NY街物語」"NYファッションショー"-技術	

■NHK BS1「MLB 2008 ヤンキースVSレッドソックス」-中継技術派遣	
■NHK大阪「NY繁昌亭」-技術派遣	

■FCI「WORLD EYE NEWS」-制作協力	
■FCI「WORLD MORNING EYE～和田アキ子LIVE」-撮影	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」"Oh My New York!!" -中継技術派遣	
■日本テレビ「MLB2008 松井秀喜選手取材」-番記者派遣	
■日本テレビ「共和党大会」-撮影	
■TBS「水曜ノンフィクション～医療関係」-撮影	
■テレビ朝日「アメリカ経済ニュース」-撮影	
■SONY MUSIC VP「AC/DCインタビュー」-撮影	
■イスラエル大柴燈護摩法要 -技術派遣	
■早稲田大学「エジプト考古学DVD制作」-技術派遣	

 
OCTOBER 
■NHK総合「大統領選挙関連」-技術派遣	
■NHK BS1「MLB ALDS 2008～レッドソックスVSエンジェルス」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB ワールドシリーズ 2008～ レイズvsフィリーズ」-中継技術派遣	
■NHK BS1「NY街物語～IDEAL SCHOOL」-技術派遣	
■FCI「WORLD EYE NEWS」-制作協力	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「サキヨミ～経済危機」-撮影	
■日本テレビ「MLB2008 松井秀喜選手取材」-番記者派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER～北朝鮮問題」-中継技術派遣	
■テレビ朝日「サンデープロジェクト～アメリカ金融危機」-制作協力、撮影	
■TBS「JNN NEWS～大統領選挙関連」-技術派遣	

■テレビ東京「DHC BOWRING GIRL IN USA」-撮影	
■高橋真理子LIVE -撮影	
■DEEN PV「永遠の明日」-技術派遣	
■KOKUYO VP -撮影	

■SAMSUNG CM「OMNIA」-技術派遣	
 
NOVEMBER 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力、中継技術派遣	
■NHK総合「G20 金融サミット」-中継技術派遣	
■NHK総合「迷宮美術館」-技術派遣	
■NHK BS1「NY街物語～さらば夢のヤンキースタジアム」-技術	
■FCI「WORLD EYE NEWS」-制作協力	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「大統領選挙特番」-中継技術派遣	

■フジテレビCS「LEGEND LIVE VOL.2～HONEY BOY」-技術派遣	
■TBS「JNN NEWS～大統領選挙」-技術	
■日本テレビ「NNN NEWS～大統領選挙」-撮影	
■日本テレビ「心に刻む風景」-技術派遣	
■テレビ東京「STAR ON ICE」-撮影	
■大塚製薬VP「SOY JOY」-技術派遣	
■日立建機VP「NASAスペースシャトル打ち上げ」-撮影	
■CANON VP -制作協力	

■SUNTRY CM「VITAMIN WATER」-技術	
 
DECEMBER 
■NHK総合「おはよう日本～NYスタイル」-制作協力、中継技術派遣	
■NHK総合「ノーベル賞の知に挑む」-撮影	
■NHK BS1「NY街物語～MR TIMES SQUARE」-技術派遣	
■FCI「WORLD EYE NEWS」-制作協力	

■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「FILMANIA」-技術派遣	
■TBS「王様のブランチ～新作映画レボリューショナリード」-撮影	

■TBS「JNN NEWS～COUNT DOWN 2009」-撮影	
■TBS BSI「作家の旅～島田雅彦」-技術派遣	

■TV JAPAN「情熱トーク～蝦名健一」-撮影	
■MUCC LIVE -撮影	
■PANASONIC VP「VIERA DEMO AHL」-技術派遣	



JANUARY 
■NHK総合「スポーツニュース・NHL 福藤選手取材」-撮影	
■日本テレビ「ヤンキース井川選手取材」-制作協力	
■日本テレビ「ヤンキース井川選手会見」-技術派遣	
■日本テレビ「報道」-撮影	

■日本テレビ「第42回Super Bowl」-中継技術派遣	
■日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース・ブラインドフェイス、死のバレンタイン」-技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」-中継技術派遣	
■TBS「王様のブランチ・PRESON BREAK２」-技術派遣	
■テレビ朝日「スポーツニュース・井川選手会見」-撮影	

■毎日放送「ちちんぷいぷい」-技術派遣	
 
FEBRUARY 
■NHK総合「クローズアップ現代 - 投資商品のトラブル」-制作協力、撮影	
■NHK総合「おはよう日本 - MLB キャンプ」-中継技術派遣	
■NHK BS1「ニューヨーク街物語」-制作協力	
■日本テレビ「松坂選手取材」-制作協力	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」-制作協力	
■日本テレビ「松井稼選手取材」-制作協力	
■日本テレビ「第42回Super Bowl」-中継技術派遣	

■日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース - 小児科」-撮影	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作派遣	
■フジテレビ「MLB キャンプ」-撮影・技術派遣	
■テレビ東京「みゆ～じん -DIR EN GREY LIVE」-技術派遣	
■WOWOW「グラミー賞」-制作協力	
■BMG JAPAN「Rod Stewart -ロッド・スチュワートコンサート」-撮影	

■BMG JAPAN「Justin Timberlake -ジャスティン・ティンバーレイクコンサート」-撮影	

MARCH 
■NHK総合「MLB・キャンプ」-技術派遣	
■NHK BS1「ニューヨーク街物語 -ケーキで勝負!めざせナンバーワン」-制作協力	
■NHK BS1「ニューヨーク街物語 -アマチュアボクサー」-技術派遣	
■NHK BS1「USA歯周病事情」-制作協力、撮影	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「中村勘三郎リンカーンセンター記者会見」-制作協力	
■フジテレビ「報道 -北朝鮮外相訪米」-制作派遣	

■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」	
　-制作スタッフ派遣、撮影、中継技術派遣	

■フジテレビ「すぽると!」-中継技術派遣	
■日本テレビ「びっくり!新世界地図」-制作協力	

■日本テレビ「松井秀喜選手取材」-制作協力	
■日本テレビ「IRL開幕戦 in MIAMI」-技術派遣	
■日本テレビ「IRL第2戦 in St.Petersburg」-技術派遣	
■TBS「ブロードキャスター -松坂選手」-制作協力	
■TBS「千住博画伯ドキュメント」-技術派遣	
■TBS「報道 -北朝鮮外相訪米」-リサーチ、撮影	
■テレビ朝日「ANN NEWS・米朝協議会」-撮影	
■テレビ東京「カンブリア宮殿 -ポケモンUSA」-制作協力	
■テレビ東京「ワールドビジネスサテライト -家庭調査」-撮影	
■朝日放送「朝だ!生です旅サラダ・浅野ゆう子」-制作協力	

■BMG JAPAN. INC. VP「The AQUARIUM (アトランタ水族館)」-技術協力	

■京成電鉄(株) CF「京成スカイライナー 夢の途中編(15")」-技術協力	

APRIL 
■NHK BS1「MLB 2007・ヤンキース VS オリオールズ」-中継技術派遣	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」	
　-制作スタッフ派遣、撮影、中継技術派遣	
■フジテレビ「すぽると! - レッドソックス VS ヤンキース」-制作協力、中継技術派遣	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」-制作協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER -松坂情報」-中継技術派遣	

■TBS「ブロードキャスター・バージニア乱射事件」-撮影	
■TBS「みのもんたの朝ズバ! - MLB BOSTON 松坂」-中継技術派遣	

■TBS「JNN NEWS - M & A 防止ソフトウェア」-撮影	
■テレビ朝日「ブルーマンショー」-撮影	

■テレビ東京「たけしの誰でもピカソ -村上隆」-制作協力、撮影	
■本田技研工業(株)「NY Auto Show 2007」-スタッフアテンド	
■Pony Canyon Inc.「New Singer NY Audition」-制作協力	

MAY 
■NHK総合「クローズアップ現代・世界 古の企業」-撮影	
■NHK BS1「COOL JAPAN」-撮影	
■NHK BS1「MLB 2007 - ヤンキース VS レンジャース」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB 2007 - レッドソックス VS ブレーブス」-中継技術派遣	
■NHK BS1「ニューヨークまるごと72時間- Lower Eastsideの移民たち」-撮影	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」-制作協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 岡島選手インタビュー」-中継技術派遣	

■日本テレビ「第91回INDY 500」-技術派遣	
■TBS「千住博画伯ドキュメント」-技術派遣	

■キッコーマン(株) CF「アメリカ進出50周年(30")」-制作協力、技術協力	
■スズキ(株) PV「Way of Life!」 制作協力・技術協力	

■ESPN2「OPTION VIDEO - D1 GRAND PRIX」-技術派遣	

■松竹(株)/DESTINY「MIDNIGHT EAGLE」 Footageリサーチ	

■フジテレビ「僕らの音楽 -Love PsychedelicoとYoko Ono対談」-技術派遣	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」-制作協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER -松井秀喜選手誕生日」-中継技術派遣	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■TBS「世界・ふしぎ発見! -エジプトの木棺」-制作協力、撮影	
■TBS「K-1」-撮影	
■TBS「McDonald's LPGA」-撮影	

■TBS「全米陸上競技」-撮影	
■テレビ朝日「SPORTS NEWS -日米大学野球」-撮影	

■太陽企画「NY Festival」-スタッフアテンド	
 
JULY 
■NHK総合「やじきた道中、てれすこー映画プレミア」-撮影	
■NHK BS1「MLB 2007 -ヤンキース VS エンジェルス」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB 2007 -ヤンキース VS デビルレイズ」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB 2007 -ヤンキース VS ホワイトソックス」-中継技術派遣	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「平成中村座NY公演2007」-制作協力、撮影	
■日本テレビ「スポーツうるぐす -ワールドシリーズ舞台裏 松井稼頭央に独占密着」	
　-制作協力	

■日本テレビ「松井秀喜選手取材」-制作協力	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER -日米大学野球」-中継技術派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER -ボストン岡島選手インタビュー」-中継技術派遣	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER -空中ヨガ」-中継技術派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER -CHINA FREE」-中継技術派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER -ベッカム」-中継技術派遣	
■日本テレビ「24時間テレビ -愛は地球を救う」-撮影	
■TBS「情報番組 -平成中村座NY公演2007」-撮影	
■テレビ朝日「女を磨く!NYの旅」-制作協力、撮影	
■テレビ朝日「スポーツニュース -日米大学野球」-撮影	
■テレビ大阪「京都もうひとつの歴史」-制作協力、撮影	
■AXN「エミーは誰の手に?! エミー賞徹底紹介」-制作協力、撮影	
■シロウズ「やじきた道中、てれすこー映画プレミア イベント」-制作協力	

AUGUST 
■NHK BS1「MLB 2007・ヤンキース VS ブルージェイズ」-中継技術派遣	
■NHK BS1「MLB 2007・フィリーズ VS ホワイトソックス」-中継技術派遣	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力、撮影	
■フジテレビ「Dのゲキジョー」-制作協力	
■フジテレビ「すぽると! in USA」-制作協力、中継技術派遣	
■フジテレビ「MLB 2007 -ヤンキース VS インディアンズ」-中継技術派遣	
■フジテレビ「MLB 2007 -ヤンキース VS タイガース」-中継技術派遣	
■日本テレビ「びっくり!新世界地図」-制作協力、撮影	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」-制作協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER -松井秀喜選手月間MVP」-中継技術派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER -ベッカム選手」-撮影	
■日本テレビ「スポーツニュース - 桑田選手インタビュー」-撮影	
■日本テレビ「NNN News」-撮影	
■TBS「ヤレデキ・大食い選手権」-技術派遣	
■アサヒフードアンドヘルスケア(株) CF「MINTIA - 自由の女神編(15")」	
　-制作協力、撮影	

■NTT Docomo「CM」-技術派遣	
 
SEPTEMBER 
■NHK総合「おはよう日本 国連総会」-中継技術派遣	
■NHK BS-1「NY街物語 -フリーガン」-技術派遣	
■NHK BS-1「NY街物語 -ペット」-技術派遣	
■NHK BS-1「NY街物語 -グラウンドゼロ」-技術派遣	

■NHK BS-1「NY街物語 -NYファッションショー」-技術派遣	
■NHK BS-1「MLB 2007 -ヤンキース VS マリナーズ」-中継技術派遣	
■NHK BS-1「MLB 2007 -ヤンキース VS ブルージェイズ」-中継技術派遣	
■NHK BS-1「MLB 2007 -レッドソックス VS ツインズ」-中継技術派遣	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」-中継技術派遣	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」-制作協力	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」-リサーチ	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER -岡島選手インタビュー」-撮影	
■日本テレビ「夢の通り道 -ストリートパフォーマー」-撮影	
■TBS BS-i「世界の窓 -アメリカ編」-技術協力	
■松竹(株)「"MIDNIGHT EAGLE" プレミア in Hollywood」-制作協力	

2007 PROJECT LIST 

JUNE 
■NHK総合「NHK報道特番 -TB岩村選手インタビュー」-撮影	

■NHK BShi「NYまるごと72時間」-制作協力、撮影	
■NHK BS1「MLB 2007・ヤンキース VS アスレチックス」-中継技術派遣	
■NHK BS2「昔男ありけり 尾崎豊」-制作協力	



2007 PROJECT LIST 

OCTOBER 
■NHK総合「その時歴史が動いた -日本が平和の架け橋となる日」-技術協力	
■NHK BS1「NY街物語 -TOY MAKER」-技術協力	

■NHK BS1「NY街物語 -PIANO」-技術協力	
■NHK BS1「NY街物語 -ART SCHOOL」-技術協力	

■NHK BS1「MLB ALDS 2007 -ヤンキースVSインディアンズ」-中継技術派遣	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	

■日本テレビ「スポーツうるぐす -MLB松井稼頭央選手ワールドシリーズ密着取材」	
　-制作協力	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」-制作協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER -スプラッシュツアー」-中継技術派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER -NYレストラン事情」-中継技術派遣	
■日本テレビ「NNN NEWS -マリオンジョーンズ取材」-撮影	
■日本テレビ「NNN NEWS -レッドソックス優勝取材」-撮影	
■WOWOW「BON JOVIインタビュー＆番宣用公演収録@プリュデンシャルセンター」	
　-制作協力、撮影	
■MORINYU「MORINYU VP」-撮影	
■SAMSUNG GROUP「SAMSUNG GROUP CM」-技術協力	

 
NOVEMBER 
■NHK総合「おはよう日本 -チョコレートショー」-中継技術派遣	
■NHK総合「おはよう日本 -NY 新食事情」-中継技術派遣	
■NHK総合「おはよう日本 -農場」-中継技術派遣	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」-制作協力	
■日本テレビ「NNN NEWS」-撮影	
■日本テレビ「世界の果てまでイッテQ! -統計学で探し出せ!ミス・ニューヨーク」-撮影	
■テレビ東京「STARS ON ICE」-撮影	
■テレビ東京「開運!なんでも鑑定団」-撮影	
■WOWOW「THE POLICEインタビュー＆番宣用公演収録」-制作協力、技術	
■Canon Inc.「Corporate Brochures」-制作協力	

 
DECEMBER 
■NHK総合「おはよう日本 -党員集会」-中継技術派遣	
■NHK教育「スーパーピアノレッスン」-技術派遣	
■NHK BS1「NY街物語 -ジャクソンハイツの天使」-技術派遣	
■NHK BS1「NY街物語 -キッズバンド～」-技術派遣	
■フジテレビ「めざにゅ～」-制作協力	
■フジテレビ「Oh My NY～ファミリークリスマス'07～」-中継技術派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER」-中継技術派遣	
■日本テレビ「モクスペ 世界MAXハンター!欽ちゃんあ然!なんでそんなに大きぃ～の?!」	
　-技術派遣	
■日本テレビ「NNN News」-撮影	
■読売テレビ「ウェークアップぷらす -サブプライム危機」-リサーチ協力、撮影	
■Gorgeous Entertainment「ブロードウェイショー資料映像」-撮影	

■Destiny 映画企画交渉コーディネート	



JANUARY 
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」 中継技術派遣	
■フジテレビ「FNN NEWS - 牛肉輸入問題」 撮影	
■日本テレビ「松井秀喜選手キャンプ取材」 制作協力	
■日本テレビ「今日の出来事 - キッザニア」 技術協力	

■NHK BS-1「NFL AFC Championship - Broncos vs Steelers」 中継技術派遣	
■NHK BS hi「迎賓館物語」 撮影	
■テレビ朝日「SmaSTATION-5 - Mr.Isamu Noguchi」 撮影	
■テレビ朝日「SmaSTATION-5 - Auto Show 2006」 撮影	
■テレビ朝日「SPORTS NEWS - フィギアスケート日本代表選手取材」 撮影	
■BMG JAPAN, INC.「BARRY MANILOWインタビュー」 技術協力	
■Science Channel「科学の殿堂」 撮影	
■松江市商工会議所「島根県 和菓子イベント」 撮影・セットアップ協力	

■(株)キョードー東京「ミュージカル "Tommy"」 番宣協力	

FEBRUARY 
■フジテレビ「NEWS JAPAN - ヒラリー上院議員反対デモ」 撮影	
■フジテレビ「NEWS JAPAN - パタキ市長インタビュー」 撮影	
■フジテレビ「FNN NEWS - 66歳 女性スノーボーダー密着」 撮影	
■日本テレビ「NFL倶楽部 - 第40回Super Bowl」 中継技術派遣	
■日本テレビ「NFL倶楽部 - 第27回Pro Bowl」 技術派遣	

■日本テレビ「KOSE Web CM」 撮影	
■日本テレビ「松井秀喜選手キャンプ取材」 制作協力	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - レストラン森本、新店オープン」 中継技術派遣	
■NHK BS-1「地球街角アングル - MUSIC PRODUCER」 撮影	

■NHK BS-1「地球街角アングル - RADIO STATION」 技術派遣	
■NHK BS-1「NBA オールスターゲーム」 中継技術派遣	
■NHK総合「世界潮流 - イラク戦争」 中継技術派遣	
■テレビ朝日「SmaSTATION-5 - マドンナ」 撮影・制作協力	
■WOWOW「グラミー賞中継」 制作協力	
■東京MXテレビ「原子力発電研究」 撮影	
■BMG JAPAN INC「IL DIVO - LIVE収録」 撮影	
■(株)ロッテ/(株)電通「トリノ五輪パブリシティー企画」 制作協力	

■McDonald「McDonald Kick off Meeting 2006」 中継技術派遣	
 
MARCH 
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - World Baseball Classic2006」 中継技術派遣	
■日本テレビ「夢の通り道」 機材レンタル	

■日本テレビ「IRL開幕戦 in MIAMI」 技術派遣	
■日本テレビ「松井秀喜選手キャンプ取材」 制作協力	

■日本テレビ「茂木特番 - IRL OPEN TEST」 技術協力	
■NHK BS-1「MLB開幕特集」 撮影	
■テレビ朝日「ANN NEWS - 米朝協議会」 撮影	
■テレビ朝日「報道ステーション - 日本人少女多臓器移植」 技術協力	
■TBS「みのもんたの朝ズバ! - WBC:Bob Davidson」 リサーチ	
■TBS「きょう発プラス! - Boxing Commission」 リサーチ	
■テレビ東京「ポチたまSP」 制作協力	
■「World Baseball Classic2006」 中継技術派遣	
■外務省 VP「日本海呼称問題」 撮影	
■(株)博報堂「ヒューレット・パッカードイベント」 撮影・制作協力	
■日経新聞社/日経映像アメリカ「Hokusai at Smithonian」 撮影	

■コキーユ「MAZAK VP」 撮影・制作協力	

APRIL 
■フジテレビ「めざにゅ～ - ブロードウェイ 新情報」 撮影	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! MY New York」 撮影	
■フジテレビ「FNN NEWS - 日本国総領事館」 撮影	
■フジテレビ「MLB 2006 - ヤンキースVS ロイヤルズ」 中継技術派遣	
■フジテレビ「MLB 2006 - レッドソックスVSマリナーズ」 中継技術派遣	
■フジテレビ「ダビンチコード」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 回転チョコレート」 中継技術派遣	

■日本テレビ「松井秀喜選手取材」 制作協力	
■日本テレビ「IRL第２戦 in St.Petersburg」 技術協力	

■NHK BS-1「ニューヨーク街物語 - Home School」 撮影	
■テレビ朝日「LPGA - 宮里藍関連」 撮影	

■TBS「みのもんたの朝ズバ! - 横田めぐみさん北朝鮮拉致関連」 リサーチ	
■BMG JAPAN, INC.「ゴスペラーズ インタビュー」 撮影	
■Sony Music Japan「Mika Nakashima PVメイキング」 撮影	

■延田興業株式会社 CF「延田グループ(15")」 制作協力・技術協力	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - レンジャーズ大塚インタビュー」 中継技術派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - ギネスに挑戦」 中継技術派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!サタデー - ヤンキース松井骨折」 中継技術派遣	
■日本テレビ「THE・サンデー - ヤンキース松井骨折」 中継技術派遣	
■日本テレビ「INDY500」 技術協力	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」 制作協力	
■日本テレビ「スッキリ!!」 中継技術派遣	
■日本テレビ「NNN NEWS リアルタイム - 水中男」 撮影	

■テレビ朝日「SmaSTATION-5 - 松本幸四郎」 技術協力	
■テレビ朝日「SmaSTATION-5 - Chika Nakamura」 撮影	

■テレビ朝日「あなたの人生が変わるかもしれない - West Side Story」 撮影	
■TBS「野球ジンクス」 リサーチ	

■TBS「どうぶつ奇想天外! - グリーンチムニーズ＆エンジェルズ・ゲイト」 制作協力	
■TBS「みのもんた朝ズバッ! - TOYOTAセクハラ問題」 撮影・制作協力	
■松下電器産業(株) PANASONIC CORPORATE MESSAGE 2006 
　「The Future in Motion」 制作協力・技術	
■キョードー東京(株)「ミュージカル "Movin' Out"」 番宣協力	
■Blue Magic Entertainment「CITY OF CELEBRITY」 撮影・制作協力	

JUNE 
■フジテレビ「MLB - ヤンキース VS アスレチックス」 中継技術派遣	
■フジテレビ「SHIGEKI - SWATスナイパー」 技術派遣	
■フジテレビ「NEWS JAPAN - INSID AMERICA」 撮影	
■フジテレビ「報道」 制作協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 世界 大のシャボン玉」 中継技術派遣	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」 制作協力	
■日本テレビ「所さんの笑ってこらえて - 蛍光塗料」 撮影	
■日本テレビ「NNN NEWS - 数独イベント」 撮影	
■NHK総合「セントラルパーク」 撮影	
■テレビ朝日「SPORTS NEWS GOLF - ミッシェル リーの挑戦」 撮影	
■テレビ朝日「ドスペ!古代ミステリー秘宝殿」 リサーチ・制作協力	

■テレビ朝日「SmaSTATION-5 - 松下幸之助特集」 撮影	
■テレビ東京「ビジネスサテライト - パーティー販売」 撮影	

■TBS「どうぶつ奇想天外! - グリーンチムニーズ＆エンジェルズ・ゲート」 制作協力	
■九州朝日放送「SPORTS NEWS-マリナーズ城島密着」 撮影	

■Toshiba Corporation「TOSHIBA VP」 機材レンタル	

■キヤノン(株) VP「From Dreams Comes Innovation」 制作協力・技術協力	

JULY 
■フジテレビ「MLB 2006 - ヤンキース VS ブルージェイズ」 中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」 中継技術派遣	
■フジテレビ「報道 - 北朝鮮制裁決議」 制作協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 北朝鮮テポドン」 中継技術派遣	
■日本テレビ「NNN NEWS - HOT DOG早食い」 撮影	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」 制作協力	
■日本テレビ「夢の通り道」 機材レンタル	

■NHK総合「セントラルパーク」 撮影	
■テレビ朝日「SmaSTATION-5 - 世界で活躍する女性/GUARDIAN」 撮影	

■テレビ朝日「サンデープロジェクト - 田原総一郎が迫る時代の本音」 技術協力	
■テレビ朝日「SPORTS NEWS - 松井リハビリ」 撮影	

■TBS「ブロードキャスター - オタク事情」 撮影	
■中田ネットTV 撮影 制作協力	
■Sony Music Entertainment Inc.「SUEMITSU＆THE SUEMITH PV」 技術協力	
■ユニバーサルスタジオJAPAN プロモ−ションビデオ「WICKED」 撮影	
■AXN「EMMY AWARD」 撮影・制作協力	
■富士重工業(株) VP「SUBARU B9 TRIBECA」 撮影・制作協力	
■松下電器産業(株) PANASONIC CORPORATE MESSAGE 2006 
　「The Future in Motion」 制作協力・技術	

2006 PROJECT LIST 

MAY 
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」 中継技術派遣	

■フジテレビ「玉置成美のNY一人旅」 撮影	
■フジテレビ「報道」 制作協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 松井骨折」 中継技術派遣	



AUGUST 
■フジテレビ「スタ☆メン - 靖国神社と世界の国立墓地の違い」 技術協力	
■フジテレビ「MLB 2006 - ヤンキース VS エンジェルス」 中継技術派遣	
■フジテレビ「MLB 2006 - ヤンキース VS レッドソックス」 中継技術派遣	
■フジテレビ「報道」撮影	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」 制作協力	
■日本テレビ「NASCAR特番」 技術協力	
■日本テレビ「世界仰天ニュース」 機材レンタル	

■日本テレビ「うるぐす - 松井稼頭央選手密着取材」 取材協力	
■日本テレビ「リアルタイム - 高校野球選抜米国遠征」 撮影	

■NHK BS-1「ニューヨーク街物語 - 9.11から5年後のNY」 技術協力	
■NHK BS-1「MLB 2006 - ヤンキースVSタイガース」 中継技術派遣　	
■NHK BS hi「ハイビジョン特集 9.11 ニューヨーカーの5年」 技術・制作協力	
■NHK総合「セントラルパーク」 技術協力	
■テレビ朝日「SmaSTATION-5 - Abuduction/ジャネットジャクソンダイエット」 リサーチ	
■テレビ朝日「SmaSTATION-5 - 地球温暖化」 リサーチ	
■テレビ朝日「サンデープロジェクト - 偽札シンジケート取材」 取材協力	
■朝日放送「高校野球選抜アメリカ遠征」 技術協力	
■キョードー東京(株)「WW SUPERSTAR INTERVIEW」 取材協力	
■(株)モリモト VP「川崎タワープロジェクト」 撮影	
■あおいプロ「コマツVP」 撮影・制作協力	

■読売テレビ「感動レストラン物語 - チカリシャス」 機材レンタル	
■EMI Music Japan Inc.「ジャネットジャクソンインタビュー」 撮影	

SEPTEMBER 
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」 中継技術派遣	
■フジテレビ「NEWS」 取材協力	
■フジテレビ「マンハッタンダイアリーズ」 ドラマ撮影	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」 制作協力	
■日本テレビ「世界一受けたい授業 - 世界で一番おもしろい地図帳」	
　リサーチ・素材コーディネーション	
■日本テレビ「リアルタイム - タイのクーデター」 中継技術派遣	
■NHK総合「英語でしゃべらナイト - Billy Joelインタビュー」 技術協力	
■NHK総合「おはよう日本 - 9.11から5年」 中継技術派遣	
■NHK BS hi「ハイビジョン特集 千の風になって」 素材リサーチ・制作協力	
■NHK BS hi「ハイビジョン特集 9.11 ニューヨーカーの5年」 制作協力	

■NHK BS hi「ハイビジョン特集 五木寛之 21世紀・仏教への旅」	
　リサーチ・セットアップ・ロケハン	

■NHK BS-1「MLB 2006 - ヤンキースVSツインズ」 中継技術派遣	
■NHK BS-1「MLB 2006 - ヤンキースVSレッドソックス」 中継技術派遣	

■TBS「スーパードクター5」 撮影	
■TBS「サンデージャポン - アメリカンニュース」 リサーチ	
■テレビ朝日「SmaSTATION-5 - Mr.Ken Mandelインタビュー」 撮影	
■テレビ朝日「SmaSTATION-5 - Ken Mandel氏インタビュー」	
　リサーチ・コーディネーション	
■テレビ東京「今世紀 大の謎　真・聖杯伝説　キリストの暗号」 撮影	
■クイックグループVP「ジョブフェア2006秋」 技術協力	
■IN-VEST「IN-VEST CM」 技術協力	
■UNIVERSAL MUSIC K.K.「世界名曲紀行 - 北アメリカ編」 リサーチ・セットアップ	
■COBU INC./G'S NEW YORK INC. プロモーションビデオ「鼓舞」 技術協力	
■Touchstone Pictures「THE GUARDIAN - ワールドプレミア」 撮影	

 
OCTOBER 
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」 中継技術派遣	
■フジテレビ「JOHNNY PACHECO」 技術派遣	
■日本テレビ「松井秀喜選手取材」 制作協力	
■日本テレビ「世界一受けたい授業 - 世界で一番おもしろい地図帳」	
　リサーチ・素材コーディネーション	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - クランベリー収穫」 中継技術派遣	
■日本テレビ「NNN NEWS - 北朝鮮問題」 撮影	

■日本テレビ「モーツアルト特番」 撮影	
■NHK BS-1「MLBワールドシリーズ2006」 中継技術派遣	
■NHK BS hi「ハイビジョン特集 五木寛之 21世紀・仏教への旅」 制作協力	
■NHK総合「セントラルパーク」 技術協力	
■TBS「JNN NEWS - 北朝鮮問題」 撮影	
■TBS「日米対抗フィギアスケート2006」 技術協力	
■TBS「サンデージャポン・アメリカンニュース - TOOTH TUNES」 リサーチ	
■TBS「これが世界のスーパードクター!」 リサーチ	
■テレビ朝日「スケートGPシリーズ 第一戦 スケートアメリカ'06」 技術協力	
■テレビ朝日「SmaSTATION-5 日本食ブーム」 技術協力	
■TV JAPAN「堺屋太一講演会」 技術協力	
■SKY PerfecTV!「NAOMI GRACEのスタイリッシュイングリッシュIN NY」 撮影	
■UNIVERSAL MUSIC K.K.「世界名曲紀行 - 北アメリカ編」 撮影・制作協力	
■BMG JAPAN INC.「ロッドスチュワート コンサート収録」 技術協力	
■BMG JAPAN INC.「IL DIVOインタビュー」 撮影	
■TDK株式会社「英語教育DVD制作」 技術協力	
■I・DEA「CANON スチール」 制作協力	

■不二製油株式会社「FUJI OIL VP」 撮影	

■日本テレビ「ズームインSUPER!! - 松坂大輔」 中継技術派遣	
■日本テレビ「ズームインSUPER!! - 任天堂 Wii」 中継技術派遣	
■日本テレビ「世界一受けたい授業」 リサーチ・素材手配	
■TBS「ブロードキャスター - 松坂大輔」 撮影	
■テレビ朝日「極旨クイズ!美味紳助 - セレブお気に入り料理」 リサーチ	
■BS朝日「BRAND - BOSE」 技術協力	
■(株)電通「SUBARU - プレゼン用街頭インタビュー」 撮影・制作協力	

■EMI Music Japan Inc.「GLAY 『Love is Beautiful』 マスタリング」 通訳	
 
DECEMBER 
■TBS「花より男子」 撮影・制作協力	
■TBS「ザ・ベストテン - 中島美嘉NY中継」 中継技術派遣	

■(株)電通「SUBARU - プレゼン用街頭インタビュー」 撮影・制作協力	

2006 PROJECT LIST 

NOVEMBER 
■フジテレビ「FNN NEWS - 松坂大輔」 撮影	

■NHK BS hi「ハイビジョン特集 夢なしにはいられない君~舞踏家 伊藤道郎の生涯~」	
　制作協力	
■NHK BS hi「ハイビジョン特集 五木寛之 21世紀・祈りの大地をゆく」	
　技術・制作協力・リサーチ	
■NHK BS hi「セントラルパーク」 技術協力	
■NHK BS-1「ニューヨーク街物語 - CHELSEA HOTELの人々」技術協力	
■NHK総合「セントラルパーク」 撮影	
■日本テレビ「世界仰天ニュース - 12星座に取り憑かれた連続殺人鬼」技術協力	

■日本テレビ「G＋NASCAR特番」 技術協力	



JANUARY 
■フジテレビ「めざにゅ～」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」	
　制作スタッフ派遣、撮影・中継技術派遣	

■フジテレビ「とくダネ! - アメリカ幼児誘拐事情」 撮影	
■フジテレビ「平成中村座NY公演夏祭浪花鑑」DVD著作権許可申請交渉	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - ランディー・ジョンソン記者会見」 取材	
■日本テレビ「SPORTS MAX - INDY CAR合同テスト」 技術協力	
■NHK総合「NHKニュース - 国連関連全般」 技術協力	
■NHK総合「NHKスペシャル - 原油価格高騰」 技術協力	
■NHK総合「News10 - Auto Show アジア津波関連報道」 技術協力	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク "NY日本食レストラン"」 演出	
■テレビ東京「モーニングサテライト - データボックス」 技術協力	
■毎日放送「情熱大陸 - ロッククライマー小山田大」	
　専門雑誌記者インタビュー リサーチ協力	
■ESPN Sports-I「Moving you HONDA」HONDA松浦選手密着 撮影	
■GENEON Entertainment Inc.「APPLESEED製作発表」 撮影	

■(株)電通/共同テレビ「芝浦アイランド地区 都市開発企業VP」 空撮・制作協力	
■松江市商工会議所/フジテレビ「松江和菓子モダンプロジェクト」	

　イベント演出、進行・技術協力	
■NTT Docomo America/日本テレビ ウェブサイト「NAMIKITERU」 制作協力	

FEBRUARY 
■フジテレビ「めざにゅ～」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」	
　制作スタッフ派遣 撮影・中継技術派遣	

■フジテレビ「NY流 - NYファッション事情」 撮影	
■フジテレビ「NY流 - コンドルズ」 撮影	
■フジテレビ「NYの食卓 - NYレストラン事情」 撮影	
■フジテレビ「とくダネ! - とくダネ倶楽部」 撮影	

■フジテレビ「平成中村座NY公演 夏祭浪花鑑」 DVD著作権許可申請交渉	
■フジテレビ「金曜エンタ 勘三郎襲名スペシャル」 映像二次使用許可申請交渉	
■日本テレビ「NFL倶楽部 - 第26回Pro Bowl」 撮影・中継技術派遣	

■日本テレビ「NFL倶楽部 - 第39回Super Bowl」 撮影・中継技術派遣	
■日本テレビ「億万のココロ - 発明品再現ドラマ」 技術	
■日本テレビ「スポーツ ヤンキース松井秀喜」 担当スタッフ派遣	
■NHK総合「NHKニュース - 薬物ステロイド」 撮影	

■NHK総合「NHKニュース - 国連関連全般」 技術協力	
■NHK BS-1「NBA オールスターゲーム」 中継技術派遣	
■テレビ朝日「SmaSTATION-4 - アメリカ映画メイキング」 撮影	

■C-Factory/Being「倉木麻衣 シングルジャケット・カバー・CM撮影」 制作協力	
■「OTAKU CONTEST - アニメイベント」 機材レンタル	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク」 制作協力・中継技術派遣	
■WOWOW「グラミー賞2005」 中継制作協力	

■日本ヘラルド映画(株)・松竹(株)/DESTINY「亡国のイージス」 制作ミーティング/通訳	
■NTT DoCoMo America/日本テレビ ウェブサイト「NAMIKITERU」 制作協力	
 
MARCH 
■フジテレビ「めざにゅ～」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」	

　制作スタッフ派遣、撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「CITI WIZ - トレーディングビジネスマン」 撮影	
■フジテレビ「報道2001」 中継技術派遣	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - スポーツライブ」 中継技術派遣	
■日本テレビ「SPORTS MAX - INDY 第2戦 フェニックス」 技術協力	
■日本テレビ「SPORTS MAX - MLBキャンプ」 撮影・中継技術派遣	
■日本テレビ「SPORTS MAX - INDY 開幕戦 マイアミ」 制作協力・技術協力	

■日本テレビ「スポーツ ヤンキース松井秀喜」 担当スタッフ派遣	
■NHK総合「NHKニュース - NASDAQ」 技術協力	
■NHK総合「クローズアップ現代 - 学位工場」 技術協力	

■NHK BS-1「地球街角アングル - アメリカ陸軍リクルート」 撮影	
■NHK BS-1「MLB特番 - 野茂選手・大家選手インタビュー」 技術協力	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク "米ベビー産業"」	
　演出・中継技術派遣	

■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク」 制作協力・中継技術派遣	
■テレビ東京「モーニングサテライト - 敵対的買収 企業裁判」 技術協力	
■テレビ東京「ニュース - 原油価格」 技術協力	

■テレビ朝日「サンデープロジェクト - リチャード・アーミテージ氏」 中継技術派遣	
■TBS「さんまのスーパーからくりTV - ミシシッピ州ロケ」 制作スタッフ派遣	
■NEXT 1 CREATE Inc. 「WSD 2005 in Toronto」 プレスイベント制作協力	
■近鉄インターナショナル「ノースウエスト機内誌用レストラン取材」 リサーチ 制作協力	
■Gallery GEN 機材レンタル	

■East West Media「Across America アメリカ50州紹介」 技術協力	
■NTT DoCoMo America/日本テレビ ウェブサイト「NAMIKITERU」 制作協力	

■NHK総合「クローズアップ現代 - 学位工場」 技術協力	
■NHK総合「クローズアップ現代 - NPT関連取材」 技術協力	
■NHK総合「おはよう日本 - NASAスペースシャトル」 技術協力	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク "NYスクーター事情"」 演出	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク」 中継制作・中継技術派遣	
■テレビ東京「ワールドビジネスサテライト - NYハウスクリーニング事情」 撮影	
■TBS「ブロードキャスター - MLB松井秀喜」 撮影	

■テレビ朝日「ザ・スクープSP - 枯れ葉剤・劣化ウラン弾」 ロケ車両手配	
■テレビ朝日「サンデープロジェクト - 田原総一朗が行く」 技術	

■テレビ朝日「SmaSTATION-4 - NASA宇宙飛行士野口聡一さん取材」	
　制作スタッフ派遣	
■朝日放送「NY発! 巨大オペラがやってきた」 制作協力・撮影	
■テレビ大阪「もう一つの歴史シリーズ - 龍安寺の襖絵を求めて」 リサーチ・撮影	
■PADECO/イギリスBBC「CONFLICT」 技術協力	

■村上隆「『リトルボーイ』展イベント」 撮影	
■エーザイ(株)「企業VP」 撮影・制作協力	

■日本ヘラルド映画(株)・松竹(株)/DESTINY「亡国のイージス」	
　映画音楽レコーディング 制作協力	

■NTT DoCoMo America/日本テレビ ウェブサイト「NAMIKITERU」 制作協力	
 
MAY 
■フジテレビ「めざにゅ～」 撮影・中継技術派遣	

■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」	
　 制作スタッフ派遣、撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York "ヤンキース戦を100倍楽しむ!"」 演出	
■フジテレビ「NY流 - チキチキバンバン」 撮影	
■フジテレビ「MLB2005 - ヤンキースVSメッツ」 撮影・中継技術派遣　	

■フジテレビ「MLB2005 - ヤンキースVSマリナーズ」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「CITI-WIZ - ベーカリー・オーナー」 撮影	

■フジテレビ「NEWS EXPRESS - カーネギーホール」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 特集Zキンダカ登場!」	
　中継制作協力・中継技術派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - ディズニー50周年記念」	
　中継制作協力・中継技術派遣	

■日本テレビ「スポーツ ヤンキース松井秀喜」 担当スタッフ派遣	
■日本テレビ「SPORTS MAX - INDY 500」 技術協力	

■NHK総合「クローズアップ現代 - NPT関連取材」 技術協力	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク」 中継制作協力	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク "NYブライダル業界"」 演出	
■テレビ朝日「SmaSTATION-4 - Be Yoga」 撮影	
■テレビ朝日「報道ステーション - どうしたGM」 技術協力	

■テレビ長崎「ニュース - NTP Conference」 撮影	
■テレビ新広島「ニュース - NTP Conference」 制作協力	
■NTT DoCoMo America/日本テレビ　ウェブサイト「NAMIKITERU」 制作協力	
JUNE 
■フジテレビ「めざにゅ～」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」	
　制作スタッフ派遣、撮影・中継技術派遣	

■フジテレビ「MLBキッズパーク」 技術協力	
■フジテレビ「MLBニュース」 技術協力	
■フジテレビ「FNNニュース - UN関連」 リサーチ	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 特集Zトニー賞 宮本亜門に密着」 中継制作協力	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - ハウルの動く城 NY公開!」 中継制作協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 松井秀喜選手誕生日」 技術協力	
■日本テレビ「宇宙戦争 - 映画宇宙戦争PRビデオ」 技術協力	

■日本テレビ「スポーツ ヤンキース松井秀喜」 担当スタッフ・プール取材幹事派遣	
■日本テレビ「波田New陽区ニューヨークメッタ斬り!」 制作・撮影　	
■NHK BS-1「MLB中継 メッツVSアストロズ」 中継技術派遣	
■NHK BS-1「世界潮流 - 外資ファンド」 技術協力	

■NHK総合「NHKスペシャル - 軍事企画」 技術協力	
■NHK総合「クローズアップ現代 - カード情報流失問題」 技術協力	
■NHK総合「NHKニュース10 - ヘリコプター墜落事故」 技術協力	

■テレビ東京「ガイヤの夜明け - ダンロップゴルフ」 技術協力	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク "アメリカンダイナー"」 演出	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク」 中継制作協力	
■テレビ東京「たけしの誰でもピカソ - 篠原勝之個展」 撮影	

■TBS「MLB中継 ヤンキースVSメッツ」 撮影・中継技術派遣	
■TBS「カンゲキ!西村雅彦・小池栄子がNYブロードウェーを大満喫!」 制作協力・撮影	
■テレビ朝日「サンデープロジェクト」 機材レンタル	

■テレビ朝日「ニュース - ジェンキンスさんアメリカに一時帰国」 技術協力	
■東京MEX「PEガーバー＆UHセンター 旧日本軍機」 リサーチ	
■テレビ長崎「被爆60年 平和への道しるべ」 制作協力	
■(株)紀伊國屋書店「CF パリセイドセンター店オープン」 制作・演出・撮影	

■(株)ローム「Kyoto International Student Music Festival 2005」 イベント協力	
■NTT DoCoMo America/日本テレビ ウェブサイト「NAMIKITERU」 制作協力	

2005 PROJECT LIST 

APRIL 
■フジテレビ「めざにゅ～」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」	

　制作スタッフ派遣、撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「MLB 2005 - ヤンキースVSレンジャース」 中継技術派遣	

■フジテレビ「MLB 2005 - エンジェルスVSヤンキース」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 特集Z松井秀喜3年目シーズンスタート」	
　中継制作協力	
■日本テレビ「SPORTS MAX - INDY 第3戦 セントピータースバーグ」 制作・技術協力	
■日本テレビ「スポーツ ヤンキース松井秀喜」 担当スタッフ派遣	



JULY 
■フジテレビ「スポーツニュース - 宮里藍」 撮影	
■フジテレビ「めざにゅ～」 撮影・中継技術派遣	

■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York "夏は野外でダンス!"」 演出	

■フジテレビ「MLBオールスターゲーム2005」 中継技術派遣	
■フジテレビ「日航機墜落20年 - B747-200シミュレーター」 リサーチ	
■フジテレビ「FNSオールスターズ25時間テレビ - スーパー子供ニュース」 技術協力	
■フジテレビ「CITI WIZ-IT関連」 撮影	
■日本テレビ「波田New陽区ニューヨークメッタ斬り!DVD」 DVD著作権許可申請交渉	
■日本テレビ「世界の絶叫マシーン! 一番怖～いの決定戦3」 技術	
■日本テレビ「スポーツ ヤンキース松井秀喜」 担当スタッフ・プール取材幹事 派遣	
■TBS「サンデー・ジャポン - 八代弁護士インタビュー」 制作協力・撮影	

■TBS「サンデー・ジャポン - アメリカゴシップ雑誌」 リサーチ	
■TBS「News 23 - 右肩神経手術」 技術協力	

■テレビ朝日「ANN NEWS - 国連安保理関連取材」 技術協力	
■テレビ朝日「世界水泳選手権2005 - モントリオール大会」 中継技術協力	

■テレビ朝日「報道ステーション - 松井秀喜選手取材」 技術	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク "ソフトクリーム屋台"」 演出	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク」 中継制作協力	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク」 撮影	
■テレビ東京「ガイヤの夜明け - 企業ストレスに立ち向う」 取材・撮影	
■AXN Japan Inc.「エミー賞は誰の手に? - NY紙 番組コラムニストインタビュー」	
　制作協力・撮影	
■毎日放送「情熱大陸 - 柴田亜衣選手」 リサーチ	

■WOWOW「藤原竜也 in ニューヨーク」 撮影	
■(株)コムデックス「αリポ酸 PRビデオ」 制作協力・撮影	
■学校法人慶應義塾　慶応義塾創立150周年記念 「資料映像撮影」 撮影	

■NTT DoCoMo America/日本テレビ　ウェブサイト「NAMIKITERU」 制作協力	
 
AUGUST 
■フジテレビ「MLB2005 - ヤンキースVSブルージェイズ」 中継技術派遣	
■フジテレビ「MLB2005 - ヤンキースVSロイヤルズ」 中継技術派遣	
■フジテレビ「SMAP×SMAP - 野口聡一さん」 中継技術派遣　	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 巨大ハンバーガー」 中継制作協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 空中ブランコに挑戦」 中継制作協力・中継技術派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - ベッド・バー・カフェ」 中継技術派遣	
■日本テレビ「スポーツ ヤンキース松井秀喜」 担当スタッフ派遣	
■日本テレビ「謎を解け!まさかのミステリー - フォトモザイク」 映像二次使用許可申請交渉	
■NHK「ニューヨーク 大停電の夜に 2003」 著作権許可申請交渉	
■NHK総合「クローズアップ現代 - AEE」 撮影	

■NHK総合「クローズアップ現代 - ハリケーンカトリーナ」 技術協力	
■NHK総合「世界ふれあい街歩き」 技術協力	

■テレビ東京「モーニングサテライト」 技術協力	
■テレビ東京「モーニングサテライト - ハーレム不動産事情」 技術協力	

■テレビ東京「美の巨人たち - ミロ "農園"」 リサーチ	
■テレビ東京「ソロモンの王宮」 技術協力	
■テレビ朝日「世界水泳選手権2005 - モントリオール大会」 中継技術派遣	
■テレビ朝日「報道ステーション - バンクロフト」 撮影	
■テレビ愛知「I LOVE スヌーピー」 リサーチ協力	
■日本ビクター「JAZZ LIVE」 撮影	
■テレシスネットワーク(株)「ジャン・スピラー占い」インタビュー 制作協力・撮影	
■DESTINY DVD「KAT-TUN de 素」 ロケーションセットアップ・技術派遣	
■TBSサービス「資生堂STRATEGY CONFERENCE 2006」 制作・技術協力	
■「松田聖子プロモーションビデオ」 機材レンタル	
■NTT DoCoMo America/ 日本テレビ ウェブサイト「NAMIKITERU」 制作協力	

SEPTEMBER 
■フジテレビ「めざにゅ～」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York "NYチアリーダー特集"」 演出	
■フジテレビ「とんねるずのみなさんのおかげでした感謝祭」 中継技術派遣	
■フジテレビ「極真空手アメリカンオープン2005」 制作協力・中継技術派遣	
■フジテレビ「FNNニュース - ハリケーンカトリーナ」 リサーチ	
■フジテレビ「すぽると - ヤンキースファン決起集会」 技術協力	
■日本テレビ「スポーツ ヤンキース松井秀喜」 担当スタッフ派遣	

■NHK BS-1「MLB中継 マリナーズ戦中継」 中継技術派遣	
■NHK BS-1「MLB中継 ヤンキース戦中継」 中継技術派遣	

■NHK総合「NHKニュース - 新10ドル札」 技術協力	
■NHK総合「9.11遺族の４日間 - 慰霊祭」 技術協力	

■NHK総合「クローズアップ現代 - ハリケーンカトリーナ」 技術協力	
■テレビ朝日「報道 - ハリケーンカトリーナ」 制作協力	

■テレビ朝日「報道ステーション - ハリケーンカトリーナ関連取材」 制作協力	
■テレビ朝日「サンデープロジェクト - 中国人民元切り上げ」 撮影	
■TBS「みのもんたの朝ズバッ! - ハリケーンカトリーナ関連報道」 リサーチ	
■TBS「MLB中継 - ヤンキースVSレッドソックス」 中継技術派遣	
■TBS「MLB中継 - ヤンキースVSブルージェイズ」 中継技術派遣	
■TBS「王様のブランチ - ディズニー50周年記念中継」 中継技術派遣	
■TBS「別冊 噂の東京マガジン TRY娘!世界を行く」 制作協力・撮影	
■TBS「FITA/IFTA Conference」 通訳アテンド	
■朝日放送「朝だ!生です旅サラダ - 加藤紀子編」 ロケハン リサーチ・制作協力	
■DESTINY ロンドン車両手配	

■EP放送「Kid Witness News 小さなジャーナリストたち」 リサーチ・制作協力	

■NTT DoCoMo America/日本テレビ ウェブサイト「NAMIKITERU」 制作協力	

■フジテレビ「皇室記録 - 常陸宮同妃両殿下中米ご訪問」 制作協力・撮影	
■フジテレビ「たけしの日本教育白書 - サドベリーバリースクール」 制作協力	

■フジテレビ「FNNニュース - ハリケーン報道他」 リサーチ	
■フジテレビ「NEWS EXPRESS - ボストンキャリアフォーラム」 取材・撮影	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - オイスターフェスティバル 中継技術派遣	
■日本テレビ「IRL特番 - IRL 終戦 フォンタナ」 技術協力	
■日本テレビ「金のA様、銀のB様 - ゴルフ場ボール発見眼鏡」 リサーチ・制作協力・撮影	
■日本テレビ「世界仰天ニュース - 保険金詐欺・豊胸手術」 技術協力	
■日本テレビ「スポーツ ヤンキース松井秀喜」 担当スタッフ派遣	
■NHK総合「SKATE AMERICA - フィギュアスケート」 技術協力	

■NHK総合「サンデースポーツ - 清水宏保選手のスケート靴職人インタビュー」	
　取材・撮影	

■NHK BS-1「MLB中継　ヤンキース戦中継」 中継技術派遣	
■NHK BS-1「MLB中継　ヤンキースVSエンジェルス」 中継技術派遣	

■NHK BS-1「地球 Go Around」 映像二次使用許可申請交渉	
■TBS「みのもんたの朝ズバッ! 大リーグ井口選手ワールドチャンピオン報道」 リサーチ	
■TBS「MLB中継 - ホワイトソックスVSエンジェルス」 中継技術派遣	
■TBS「MLB中継 - プレーオフ」 中継技術スタンバイ	
■テレビ東京「ガイヤの夜明け - 鉄人森本シェフ」 技術協力	
■テレビ東京「ガイヤの夜明け - 石油争奪戦」 技術協力	
■テレビ朝日「土曜スペシャル - アメリカ医療 先端」 機材レンタル	
■(株)電通テック「Chris Foss」 リサーチ協力	

■朝日放送「朝だ!生です旅サラダ - 加藤紀子 NY ボストン～ニューイングランドの旅」	
　制作協力	
■長野朝日放送「水玉は世界を駆ける - 草間弥生」 技術協力	
■関西テレビ「発掘!あるある大事典II - 背骨のゆがみ」 取材・撮影	
■BGM JAPAN INC.「SAN VOLT - LIVE」 撮影	
■BGM JAPAN INC.「ROD STEWART - LIVE」 技術協力	

■NTT DoCoMo America/日本テレビ ウェブサイト「NAMIKITERU」 制作協力	

NOVEMBER 
■フジテレビ「めざにゅ～」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「鬼嫁日記スペシャル」 リサーチ	
■日本テレビ「スポーツニュース 城島選手アメリカ視察・記者会見」 取材	
■日本テレビ「スポーツ ヤンキース松井秀喜」 担当スタッフ派遣	
■NHK総合「ごはん in NY - 全米料理人対決決勝戦」 撮影	
■テレビ朝日「ヤンキース松井秀喜選手インタビュー」 撮影	

■テレビ朝日「素敵な宇宙船地球号 - コミュニティーガーデン」 技術協力	
■新日本製薬株式会社 PRビデオ「実録!夢を叶えた80日間ダイエット」 リサーチ・撮影	

■Canon USA「Canon USA HP用写真撮影」 制作協力	
■GRA「コスメティックPRビデオ - Dr.Brandtインタビュー」 技術協力	

■ELEPHANT STUDIO「世界有名人アートの祭典」 リサーチ	
■HIRO Enterprises「DREAM COMES TRUE CDジャケット撮影 メイキング」	
　機材レンタル	

DECEMBER 
■フジテレビ「めざにゅ～」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My New York」 撮影・中継技術派遣	
■日本テレビ「ホノルルマラソン関連特番」 技術協力	
■テレビ朝日「報道ステーション - ハリケーンカトリーナ その後」 企画提案・取材	
■WOWOW「グラミー賞 事前企画」 制作協力	

2005 PROJECT LIST 

OCTOBER 
■フジテレビ「めざにゅ～」 撮影	

■フジテレビ「報道」 技術派遣	



JANUARY 
■フジテレビ「めざましテレビ」 1月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - めざにゅ～・Oh! My NY」 撮影・中継技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh! My NY アクアフィットネス」 演出	
■フジテレビ「トリビアの泉」 機材レンタル	
■フジテレビ「EZ! TV - ノーランド博士取材」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER」 制作協力	
■日本テレビ「NEWS - NASAコロンビア墜落から1年」 撮影	
■日本テレビ「スポーツうるぐす - 松井稼頭央をNYカー達が歓迎」 演出・制作協力	
■テレビ朝日「ANN News - 入国指紋採取」 技術協力	
■テレビ朝日「素敵な宇宙船地球号 - 21世紀型新しい森の作り方」 制作協力	
■NHK総合「NHKスペシャル - イラク戦帰還兵士」 技術協力	
■NHK総合「NHKスペシャル - TOSHIKO AKIYOSHI」 技術協力	

■テレビ西日本「Gospel is・・・! - スポットCM」 撮影	
■毎日放送「情熱大陸 - 松井稼頭央」 機材レンタル	

■コナミ株式会社「Phantom Crush - II」 CG合成映像撮影・制作協力	
■「陶芸家・幸　NY個展ドキュメンタリー」 技術協力	

■「国際都市水害シンポジウム」 リサーチ	

FEBRUARY 
■フジテレビ「めざましテレビ」 2月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - めざにゅ～・Oh! MY NY」 撮影・中継技術協力	
■フジテレビ「少年 MATSUI - 松井秀喜」 撮影	
■フジテレビ「EZ! TV - 不動産投資信託」 撮影	
■日本テレビ「News 朝いち430 - エンパイヤ階段レース」 撮影	
■日本テレビ「News＆さきどりNavi」 撮影	
■日本テレビ「News Dash - バレンタイン企画他」 撮影	
■日本テレビ「ザ・ワイド - オウム関連」 撮影	
■日本テレビ「NTV News Super Tuesday - グランドゼロ街頭」 撮影	
■日本テレビ「NFL 倶楽部 - 第25回 Pro Bowl All Star Game」 技術協力	
■日本テレビ「松井・ヤンキース春キャンプ」 中継技術協力	

■日本テレビ「MOBI - 祝!インディー開幕第一戦マイアミレポート!」 制作協力	
■NHK総合「クローズアップ現代 - イラク戦帰還兵士」 技術協力	

■NHK総合「NHK News - John Kerry 講演」 技術協力	
■NHK総合「NHK News - ハイチ多国籍派遣」 撮影	

■NHK総合「Sports News MLB - Yankees初練習」 撮影	
■WOWOW「グラミー賞受賞式」 制作協力	
■「村上隆Documentary - Gallery Opening」 撮影・技術協力	
■TBS「メジャー流 - ボブシェパード氏」 出演交渉	
■TBS「サンデージャポン‐ジャネットジャクソン」 リサーチ	
■「DVDドラムレッスン教訓ビデオ」撮影	
■「国土交通省VP」 機材レンタル	
■「Video library - Big business」 撮影	

■GETTY IMAGES「STOCK　FOOTAGE」 撮影	
 
MARCH 
■フジテレビ「めざましテレビ」 3月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - めざにゅ～・Oh! MY NY」 撮影・中継技術協力	

■フジテレビ「トリビアの泉」 機材レンタル	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER」 中継技術協力	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - GOGO松井」 演出・制作協力・松井担当スタッフ派遣	
■日本テレビ「今日の出来事 - スーパーチューズデイ NY中継」	
　撮影・制作協力・中継技術協力	
■日本テレビ「News - イラク開戦一周年NY反戦デモ」 技術	
■日本テレビ「MOBI インディー第二戦フェニックス」 技術協力・制作協力	
■NHK総合「News『電子投票を巡る論議』」撮影	
■NHK総合「NHK News - 国連安保理」 撮影	
■NHK総合「クローズアップ現代 - ネット上違法コピー」 撮影	
■テレビ東京「海をこえる人々 - NYC＆Michigan」 技術協力	
■テレビ東京「海をこえる人々 - アメリカ＆NY」 制作協力・技術協力	
■テレビ東京「海をこえる人々 - ペトスキー、NY」 撮影・制作協力	

■テレビ東京「世界美の旅」 機材レンタル	
■TBS「情熱大陸 - 蜷川実花フォトグラファー」 密着取材 制作協力	
■テレビ朝日「ビートたけしのこんなはずでは!」 車両手配	
■Avex Entertainment Inc.「『RIN’』LIVE - NYC＆DC」 撮影・技術・制作協力	

■福井県立恐竜博物館「VP - 自然史博物館 in NY」 撮影	

■フジテレビ「めざにゅ～ - NYトピック」 演出	
■フジテレビ「めざましテレビ - めざにゅ～・Oh! MY NY」 撮影・中継技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 4月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「NEWS EXPRESS - 創作寿司コンテスト」 撮影	
■フジテレビ「City Wiz - Artist Susana取材」 撮影・技術協力	
■フジテレビ「トリビアの泉 - ベン・ジョンソン」 撮影	
■フジテレビ「すぽると! - MLB関連 "松井稼頭央"」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!! Super - GOGO 松井」	
　撮影・中継技術協力・松井担当スタッフ派遣	
■日本テレビ「謎を解け!まさかのミステリー」 機材レンタル	
■日本テレビ「NTV News - Quiet Party」 技術協力	
■日本テレビ「News Dash」 撮影	

■日本テレビ「プラス1」 撮影	
■日本テレビ「さきどりNAVI」 撮影	

■テレビ朝日「スーパーJチャンネル - テコンドー」 取材 撮影	
■テレビ朝日「報道ステーション - イラク出稼ぎと戦争」 撮影	

■テレビ朝日「報道ステーション - 田中雅美選手」 撮影	

■テレビ朝日「スマステーション」 撮影・技術	
■NHK総合「Sports News - Yankees Spring Training」 撮影	
■NHK総合「NHK News - クリスティーズオークション」 技術協力	
■NHK総合「NHK News - 障害者Sports大会」 撮影・技術協力	
■NHK総合「地球ウォーカー - Opening」 技術協力	
■NHK総合「NHKスペシャル - EU・UN代表会談」 撮影	
■NHK BS「世界潮流 - メキシコ移民」 撮影	
■朝日放送「朝だ!生です 旅サラダ - 浅野ゆう子 ラスベガス」 制作協力	
■テレビ東京「特番TAXI - Taxi紀行NYゴール」 技術協力	
■AMERICAN ROGUE「USS INTREPID - 神風特攻隊員生き残りインタビュー」	
　撮影・制作協力	
■「ゲルソン療法」 リサーチ	
■日本経営合理化協会「大竹愼一in NY2004」 録音	

■ヤマハ株式会社「上原ひろみインタビュー」 技術	

MAY 
■フジテレビ「めざましテレビ」 5月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - めざにゅ～・Oh! MY NY」 撮影・中継技術協力	
■フジテレビ「奇跡体験! アンビリバボー - 医者インタビュー」 撮影	
■フジテレビ「奇跡体験! アンビリバボー - 偽足の鉄人」 撮影・制作協力	
■フジテレビ「アレグリア - シルク・ドゥ・ソレイユ・アレグリア番宣取材」	
　制作協力・技術協力・撮影	
■フジテレビ「すぽると! - MLB関連」 中継技術協力	

■フジテレビ「NY流 - Flower Arrangement」 撮影	
■フジテレビ「MLB 2004 - ヤンキース vs.マリナーズ」 中継技術協力	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - GOGO松井」	
　演出・制作協力・松井担当スタッフ派遣	

■「MOBI - 第88回INDY500」 技術協力	
■NHK総合「NHK News - ガソリン価格高騰」 撮影・技術協力	
■NHK総合「NHK News - KEDO会議」 技術協力	
■NHK総合「NHK News - G8財相会談」 技術協力	
■NHK総合「NHK News - 北朝鮮関連取材」 撮影	
■NHK総合「NHK News - イラク反戦デモ」 撮影	
■NHK総合「世界潮流」 撮影	
■テレビ朝日「SmaSTATION-3」 技術協力	
■ローム(株)「Kyoto International Student Music Festival 2004」 イベント協力	
■Daikin Industries, Ltd.「ダイキン VP」 技術協力	

JUNE 
■フジテレビ「めざましテレビ」 6月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - めざにゅ～・Oh! MY NY」 撮影・中継技術協力	
■フジテレビ「平成中村座特番」 制作協力	
■フジテレビ「すぽると! - MLB関連」 技術協力	
■フジテレビ「G8 サミット - 首脳会談」 撮影	
■フジテレビ「MLB 2004 - Yankees vs. Mets」 撮影・中継技術協力　	
■フジテレビ「ニュース Japan - Times Square中継」 撮影・中継技術協力・制作協力	
■フジテレビ「SRS極真空手アメリカ大会 - 極真空手撮影」 制作協力・技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - GOGO松井」	

　撮影・演出・制作協力・松井担当スタッフ派遣	
■NHK総合「NHK News - G8サミット」 中継技術協力	

■NHK総合「クローズアップ現代 - 遺伝子組替え昆虫」 撮影・技術協力	
■NHK BS「2004年トニー賞 - 式場前中継」 中継技術協力	

■NHK BS hi「地球ウォーカー "53" - NY高校野球コーチ」 撮影	
■テレビ朝日系「稲垣吾郎のTHE DISCLOSURE」 ロケ車両手配	

■テレビ朝日「サンデープロジェクト - ハーバード教授取材」 技術	
■TBS BS-i「ロックの要」 ロケハン 制作協力	
■テレビ東京「ガイヤの夜明け - 焼酎造元取材」 撮影	
■AXN Japan Inc.「エミー賞 - テレビ博物館」 制作協力	
■松竹(株)「亡国のイージス」 映画音楽コンポーザ−リサーチ (3月～7月）	
■Avex Entertainment Inc.「Do As Infinity NY Live収録」 技術・制作協力	

2004 PROJECT LIST 

APRIL 



JULY 
■フジテレビ「MLB 2004 - Subway Series Live」 中継技術協力	
■フジテレビ「MLB 2004 - Yankees vs. Detroit」 中継技術協力	

■フジテレビ「MLB 2004 - Yankees vs. Baltimore」 中継技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ - めざにゅ～・Oh! MY NY」 撮影 中継技術協力	
■フジテレビ「カスペ - 父から子へ中村勘九郎一家涙の花道18年密着」 制作・技術協力	
■フジテレビ「すぽると! - MLBリポート」 中継技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 7月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざにゅ～・Oh! MY NY - バーベキュー」 技術協力	
■フジテレビ「とくダネ - 平成中村座 NY公演」 制作協力	
■フジテレビ「平成中村座特番 - 平成中村座密着寿」 制作協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - ハーレムLIVE」 中継技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - GOGO松井」 演出・制作協力・松井担当スタッフ派遣	

■日本テレビ「アラスカ氷河」制作協力	
■日本テレビ「24時間テレビ - ノラ・ジョーンズインタビュー」 制作協力	

■NHK 総合「SPORTS NEWS - Yankeesユニ取材」 技術協力	
■NHK 総合「NHK NEWS - ブラジル移民100周年」 中継技術協力	

■NHK BS hi「平成中村座NY公演 - 中村座NY公演 HD LIVE」 中継技術協力	
■TBS エンタテインメント「PQクイズ - ポテンシャルクイズ」 制作協力	
■TBS「サンデー・ジャポン - アメリカン・ニュース」 制作協力	
■山口放送「NNNドキュメント - 人間魚雷回転」 技術協力	
■テレビ東京「モーニングサテライト - South Hampton LIVE」 中継技術協力	
■テレビ東京「ガイヤの夜明け - カリスマ投資家密着」 技術	
■AXN「エミー賞のここが凄い - エミー賞の紹介VTR」 演出・技術協力	
■SEM Records「久保田利伸 Music Video Making」 技術協力	

■中村座PV撮影・制作協力	

AUGUST 
■フジテレビ「MLB 2004 - Yankees vs. Seattle」 中継技術協力	
■フジテレビ「MLB 2004 - Mets vs. Diamondbacks」 中継技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ - めざにゅ～・Oh! MY NY」 撮影・中継技術協力	
■フジテレビ「報道2001 - マイケルムーア監督インタビュー」 撮影	
■フジテレビ「めざましテレビ」 8月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「Cuisine」 企画協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER」 演出・制作協力・松井担当スタッフ派遣	
■日本テレビ「NY新オフィスニュースルームセットアップ」 技術サポート	

■日本テレビ「謎を解け!まさかのミステリー - フォトモザイク」 制作協力	
■NHK総合「NHK NEWS - 共和党大会の様子を中継」 中継技術協力	

■NHK総合「NHK NEWS - 共和党大会取材」 技術協力	
■NHK総合「NHK NEWS - 国連取材」 技術協力	

■NHK総合「クローズアップ現代 - 外国人ビザ取得問題」 技術協力	
■テレビ朝日「サンデープロジェクト - シャロンの暴走とアメリカ」 制作協力	
■テレビ朝日「サンデープロジェクト - 9.11の事件を検証」 技術協力	
■テレビ東京「モーニングサテライト - Winery in Hampton」 中継技術協力	
■テレビ東京「ガイヤの夜明け - 投資家ジム ロジャース」 技術協力	
■AOB (Athens Olympic Broadcasting) 
■体操競技国際信号 演出協力	
■TBS BS-i「ロックの要 - ロックの殿堂」 番組制作協力	
■TBS BS-i「ROCKの要 - Rockの殿堂で番組収録」 技術協力	
■WOWOW「US OPEN 2004 - US OPEN ユニ取材」 撮影	

■三共株式会社「三共製薬VP」 技術協力	

■松竹(株)/DESTINY「亡国のイージス」 映画音楽制作・コンポーザー交渉	

SEPTEMBER 
■フジテレビ「めざましテレビ - めざにゅ～・Oh! MY NY」 撮影・中継技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 9月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「MLB 2004 - Yankees vs. Baltimore」 中継技術協力	
■フジテレビ「アレグリア2 - シルク・ドゥ・ソレイユアレグリア2番宣取材」	
　制作協力・技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - ズームアイヒューマンキャノンボール」	
　制作協力・中継技術協力	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - GOGO松井」 演出・制作協力・松井担当スタッフ派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 9.11被害者の為のモニュメント」 中継技術協力	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - イチロー：オークランド、シアトル」 演出・制作協力	
■日本テレビ「スポーツうるぐす - イチロー取材」 技術協力・企画 演出	

■日本テレビ「心に残る家」 制作協力	
■日本テレビ「謎を解け!まさかのミステリー - クイズ・バラエティ」 制作協力・技術協力	
■NHK総合「NHK NEWS - 国連総会取材及び中継」 撮影・中継技術協力	
■NHK BS「ごはんin NY - 予選会の様子を取材」 技術協力	
■「GHQ・天皇リサーチ - メリーランド資料館」 リサーチ	
■テレビ東京「美の巨人たち - ブリューゲル "バベルの塔"」 リサーチ	
■朝日放送「サウンドルネッサンス - 矢野顕子インタビュー」 技術協力	
■テレビ朝日「サンデープロジェクト - シャロンの暴走とアメリカ」 制作・技術協力	
■松竹(株)/Destiny Inc.「亡国のイージス」	
　決定稿スクリプト翻訳・映画音楽制作 コンポーザー契約交渉	
■「カウント10」 ロケ車両手配	
■毎日放送「NBA田臥」 取材依頼・リサーチ	

■FNN系列「FNN PROJECT - アメリカのイスラム」 制作協力	

■三共(株) 「三共製薬VP」 制作協力・技術協力	

■フジテレビ「めざましテレビ - めざにゅ～」 撮影	
■フジテレビ「NY流 - Gallery "Pierogi"」 撮影	
■フジテレビ「ニュースJapan - 2004大統領選挙」 撮影・中継技術協力	
■フジテレビ「ニュースJapan - 大統領選挙NYライブ中継」 演出	
■フジテレビ「奇跡体験! アンビリバボー - モナ・リザが盗まれた!」 制作協力・技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - GOGO松井」	
　演出・制作協力・松井担当スタッフ派遣	
■日本テレビ「MLB News - Yankees vs. Twins」 技術協力	
■日本テレビ「今日の出来事 - 大統領選挙関連」 中継技術協力	
■日本テレビ「スポーツうるぐす - イチロー関連取材」 演出・制作協力	
■NHK総合「クローズアップ現代 - 大統領選挙関連」 技術協力	
■NHK総合「クローズアップ現代 - 石油危機＆oil sand」 技術協力	
■NHK総合「NHKスペシャル - イチローInterview」 技術協力	
■NHK教育「英会話エンジョイスピーキング - NYU ESL Class」 技術協力	

■NHK BS-1「NHK Sports - Mariners3連戦中継」 技術協力	
■テレビ大阪「カリスマレディー」 機材レンタル	
■TBS「WATCH - ACL 松井秀喜選手関連取材」 演出・技術協力	
■TBS「WATCH - 松井秀喜選手」 制作協力・技術協力	
■キューサイ(株)「キューサイ青汁VP - NYジューススタンド」 撮影	
■キューサイ(株)「キューサイ青汁 - 企業用VP」 制作協力	
■映画「Dark Water - Producer & Actress Interview」 撮影	
■松竹(株)/Destiny Inc.「亡国のイージス」 映画音楽制作 コンポーザー契約交渉	
■「Yue-Sai's World - Wedding in NY」 撮影	

■NTT DoCoMo America/日本テレビ ウェブサイト「NAMIKITERU」 制作協力	

NOVEMBER 
■フジテレビ「めざましテレビ」 11月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - めざにゅ～・Oh! MY NY」 撮影・中継技術協力	
■フジテレビ「EZ! TV - NBAフェニックスサンズ・田臥取材」 撮影	
■フジテレビ「松江市 NY和菓子発表会イベント」イベント制作協力	
■フジテレビ「ニュースJapan - 大統領選挙NYライブ中継」 制作協力・技術協力	
■フジテレビ「NYの食卓」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!! SUPER」 制作協力・松井担当スタッフ派遣	

■日本テレビ「ニュースプラス1」 松井インタビュー・機材レンタル	
■NHK教育「英会話エンジョイスピーキング - NYU ESL class」 技術協力	

■NHK総合「クローズアップ現代 - 石油危機＆oil sand」 技術協力	
■NHK総合「News - APEC国際会議 総理会見Live」 中継技術協力	

■NHK総合「GHQスペシャルドキュメンタリー」リサーチ (7月～11月) 
■NHK BS「大陸横断」 機材レンタル	
■NHK BS hi「International Emmy Award」 技術協力	
■テレビ朝日「和田 アキコのハーレムリポート」 制作スタッフサポート	
■テレビ金沢「松井秀樹スペシャル」 制作協力	
■テレビ東京「ペット大集合!ポチたま」 リサーチ・ロケ車両手配	
■UNLIMITED GROUP「GLAYバラードベスト」マスタリング・スタッフケアー	
■松竹(株)/Destiny Inc.「亡国のイージス」 映画音楽制作・コンポーザー契約	
■松竹(株)「MAN ON FIRE - ダコタファニングインタビュー」 撮影	
■Canon Inc.「Canon USA HP用写真撮影」 制作協力	

■SONY MUSIC Japan「MIYU NAGASE PV」 技術協力	
■GETTY IMAGE「FOOTAGE - サンクスギビングパレード」 撮影	
■「Yue-Sai's World」撮影	

■NTT DoCoMo America/日本テレビ ウェブサイト「NAMIKITERU」 制作協力	
 
DECEMBER 
■フジテレビ「めざましテレビ」 12月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - めざにゅ～・Oh! MY NY」 撮影・中継技術協力	
■フジテレビ「松江市 NY和菓子発表会イベント」イベント制作協力	
■フジテレビ「NY流」 技術協力	
■フジテレビ「親不孝大賞」 制作協力	
■日本テレビ「謎を解け! まさかのミステリー - 悪臭爆弾」 リサーチ・制作協力	
■日本テレビ「笑ってこらえて!」 制作協力・撮影・技術協力	
■松竹(株)/Destiny Inc.「亡国のイージス」映画音楽制作 制作協力	
■NTT DoCoMo America/日本テレビ ウェブサイト「NAMIKITERU」 制作協力	

2004 PROJECT LIST 

OCTOBER 
■フジテレビ「めざましテレビ」 10月制作スタッフ派遣	

■フジテレビ「めざましテレビ - めざにゅ～・Oh! MY NY」 撮影・中継技術協力	



JANUARY 
■フジテレビ「めざましテレビ - 松井ヤンキース入団会」 撮影	
■フジテレビ「めざましテレビ」 1月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ- グランドゼロ再建案」 撮影	
■フジテレビ「すぽると! - 松井ヤンキース入団」 撮影	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 松井秀喜NY入り」 中継技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 千と千尋の神隠し」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 55!!ゴジラ 新リポーターオーディション」	
　制作協力・演出	
■日本テレビ「スポーツうるぐす - 松井企画」 撮影	

■日本テレビ「スポーツうるぐす - 松井グッズ・Reggie Jackson」 演出・制作協力・撮影	
■日本テレビ「スポーツうるぐす - 松井ヤンキース入団」 演出・制作協力・技術協力	
■日本テレビ「真相報道バンキシャ! - 松井密着アメリカ人記者」 撮影	
■日本テレビ「SOSスポーツ情報 - 松井秀喜がNYで成功する方法」 撮影	
■日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース - Copeland Killing & Dorothea」 制作協力	

■日本テレビ「MOBI - Phoenix, LA」 技術協力	
■日本テレビ「NTVスポーツ - NFLスーパーボウル」 技術協力	
■日本テレビ「倶楽部☆T-NFLプロボウル」技術協力	
■日本テレビ「NEWS DASH - クローンベイビー」 撮影	
■日本テレビ「NNNドキュメント - 車椅子バスケに掛けた情熱」 制作協力	
■日本テレビ「松井・ヤンキース春キャンプ コンソーシアム」 制作協力	
■日本テレビ・ユニカメラ「松井ヤンキース入団」 撮影	
■テレビ朝日「ニュースステーション - 北朝鮮企画」 撮影	
■TBS「ブロードウェイの傑作 これが世界の感動だ! - Savion Glover」 制作協力	
■TBS「USO JAPAN」 機材レンタル	
■関西テレビ「もしも体験バラエティif - もしも宇宙人に遭遇したら」 制作協力・撮影	

■WOWOW「グラミー賞」 制作協力	

FEBRUARY 
■フジテレビ「めざましテレビ」 2月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「とくダネ!」 リサーチ	
■フジテレビ「奇跡体験!アンビリバボー - JJ Armes」 制作協力・撮影	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - グランドゼロ再開発案」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 55!!ゴジラ」 2月演出・制作協力・撮影	
■日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース - BOSTON」 制作協力	
■日本テレビ「勇者のスタジアム」 リサーチ	

■日本テレビ「松井・ヤンキース春キャンプ NTVコンソーシアム」 制作協力・撮影	
■日本テレビ「スポーツうるぐす - 松井春キャンプ取材」 演出・制作協力	

■日本テレビ「MOBI-IRL IN MIAMI, FL」 技術協力	
■日本テレビ「ニュース朝いち430」 撮影	

■日本テレビ「NEWS DASH」 撮影	
■日本テレビ「今日の出来事」 撮影	
■テレビ東京「美の巨人たち - ピカソ」 リサーチ	
■TBS「たけしスペシャル」 撮影・制作協力	
■テレビ大阪「特番NY Location」 制作協力・技術協力	
■テレビ静岡「サイエンススペシャル」 リサーチ	
■SKY PerfecTV!「サイエンスチャンネル(原子力開発史)」 制作協力	
■MXTV「ガリレオチャンネル」 撮影・制作協力	
■WOWOW「グラミー賞授賞式」 制作協力・撮影	
■(株)ブリヂストン「VP F1マシン開発テスト」 撮影	

MARCH 
■フジテレビ「めざましテレビ」 3月制作スタッフ派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - イラク戦争」 演出	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 公明党代表、国連訪問」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 55!!ゴジラ」 3月演出・制作協力	
■日本テレビ「ザ! 世界仰天ニュース」リサーチ	
■日本テレビ「ニュース朝いち430」 撮影	
■日本テレビ「NEWS DASH」 撮影	
■日本テレビ「ザ! 情報ツウ」 撮影	
■日本テレビ「ニュースプラス1」 撮影	

■日本テレビ「今日の出来事」 撮影	
■日本テレビ「松井・ヤンキース春キャンプ - NTVコンソーシアム」 制作協力・撮影	

■テレビ東京「そして音楽が始まる - Elton John」 制作協力・撮影	
■関西テレビ「もしも体験バラエティif -Las Vegasダイジェスト」 制作協力・リサーチ	

■(株)博報堂「ANA マイレージクラブニュース - NEW YORK」 制作協力・撮影	

■日本テレビ「真相報道バンキシャ!」 撮影	
■日本テレビ「ニュースプラス1」 撮影	
■テレビ東京「激生! スポーツTODAY - 松井」 技術協力	
■NHK「NHKスペシャル」 技術協力	
■NHK BS-1「クラシック倶楽部 - ジュリアード音楽学校」 撮影	
■NHK BS hi「MLB - ヤンキースVSマリナーズ」 中継技術協力	
■NHK 教育「英会話講座」 技術協力	
■テレビ朝日「SmaSTATION-2」 技術協力	

■テレビ朝日「サンデープロジェクト - イラク戦争」 撮影	
■TBS「ブロードキャスター - ヤンキースvsマリナーズ」 中継技術協力	

■ジュラシックパーク「VP イベント映像」 技術協力	
■毎日放送「世界バリバリ☆バリュー - Hooters Airline」 技術協力	
■テレビ東京「ボストンマラソン'03」 技術協力	

■テレビ東京「モーニングサテライト-株投資家インタビュー」 撮影	

■ヤマハ株式会社「上原ひろみインタビュー」 技術	

MAY 
■フジテレビ「めざましテレビ」 5月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「ジュラシックパークツアー」 撮影	
■日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」 リサーチ	
■日本テレビ「MOBI - INDY 500」 技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 55!!ゴジラ」 5月演出・制作協力・中継技術協力	
■NHK BS hi「ハイビジョンスペシャル - CIRQUE DU SOLEIL」 撮影	
■NHK BS hi「PGA GOLF LESSONビデオ」 撮影	
■テレビ朝日「世界痛快伝説!!運命のダダダダーンZ - ユナボマ」 制作協力	
■テレビ東京「そして音楽が始まる - Honesty/Stand By Me/Tears in Heaven」	
　技術協力	
■TBS「サンデー・ジャポン - American News」 リサーチ	
■毎日放送「世界バリバリ☆バリュー - Scare Factory」 撮影	
■日本経営合理化協会「NY講座 収録」 制作協力・技術協力	

■WOWOW「ユーロスタイル - 村上隆ルイヴィトンコラボレーション展」 撮影	

JUNE 
■フジテレビ「めざましテレビ」 6月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ-コンバインドショップ/ 新ペット情報」 撮影	
■フジテレビ「極真空手」 技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 55!!ゴジラ」 6月演出・制作協力・中継技術協力	
■日本テレビ「ニュースプラス1 - Dean & Deluca」 撮影	
■日本テレビ「スポーツうるぐす - ヤンキース・松井」 演出・撮影	
■日本テレビ「報道 - 米国立ろう工科大学国際シンポジウム」 技術協力	

■日本テレビ「MOBI - IRL Texas/Colorado/Richmond」 技術協力	
■テレビ朝日「サンデープロジェクト - 特集劣化ウラン弾」 撮影	

■テレビ東京「そして音楽が始まる - 川の流れのように」 撮影	
■TBS「サンデー・ジャポン-ダンカンが行く松井応援ツアー」 制作協力	

■ローム(株)「Kyoto International Student Music Festival 2003」 イベント協力	

JULY 
■フジテレビ「めざましテレビ」 7月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - アイスクリーム屋」 技術協力	
■フジテレビ「EZ! TV - 北朝鮮」 リサーチ	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 55!!ゴジラ」 7月演出・制作協力・中継技術協力	
■日本テレビ「THE・サンデー - MLB All Star Game」 制作協力	
■日本テレビ「スポーツMAX - 中畑清＆松井秀喜 対談」 撮影	
■日本テレビ「スポーツMAX - 修造チェック」 演出・制作協力	
■日本テレビ「MOBI-IRL Nashville/Michigan」 技術協力	

■NHK「もの知り一夜づけ」 技術協力	
■NHK「NHKのど自慢 - バンクーバー大会」 中継技術協力	

■NHK「NHKスポーツニュース - Yankees vs. Red Sox」 撮影	
■NHK BS「BSセレクション 世紀を刻んだ歌3 "風に吹かれて"」 制作協力・技術協力	

■NHK BS「BSスポーツファンクラブ - 野球殿堂博物館」 技術協力	
■テレビ朝日「ザ・スクープ - 特集 イラク戦争」 撮影	

■TBS「ブロードキャスター - アニメキャラクター」 技術協力	

■Destiny Inc.「AEGIS」 リサーチ・Military Coordinator 交渉	

2003 PROJECT LIST 

APRIL 
■フジテレビ「めざましテレビ」 4月制作スタッフ派遣	

■フジテレビ「FNNスーパーニュース - NY Auto Show 2003」 撮影	
■フジテレビ「奇跡体験! アンビリバボー - ジュイムス・スチュアート」 制作協力・撮影	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 55!!ゴジラ」4月演出・制作協力・中継技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 米海兵隊員葬式」 中継技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - イラク戦争・SARS」 制作協力・中継技術協力	
■日本テレビ「ザ! 世界仰天ニュース - ホースレース」 リサーチ	
■日本テレビ「ニュース朝いち430 - 松井バット殿堂入り」 撮影	
■日本テレビ「NEWS DASH」 撮影	



AUGUST 
■フジテレビ「EZ! TV - NY 大停電」 演出・制作協力	
■フジテレビ「EZ! TV - 少年犯罪」 技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」8月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - ストリートパフォーマー」 撮影	

■フジテレビ「トリビアの泉 素晴らしきムダ知識 - ボストンマラソン」 制作協力・撮影	
■フジテレビ「報道-タマちゃん企画他」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 55!!ゴジラ」 8月演出・制作協力	
■日本テレビ「ニュース朝いち430 - グランドゼロ」 撮影	
■日本テレビ「宝くじの日記念、所さんの幸運ジツワ! 夢の3億円スペシャル!」	
　演出・制作協力・技術協力	
■日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース - 幼児誘拐殺人・死刑執行まで50時間」	
　制作協力・技術協力	

■日本テレビ「MOBI - IRL・Kentucky」 撮影	
■NHK「MLB Yankees戦取材」 撮影	

■NHK「9/11スペシャル」 制作協力	
■テレビ東京「緊急提言! 日本経済は蘇る 発想革命＝イノベート・ジャパン」 制作協力	
■テレビ東京「PGA CHAMPIONSHIP」 技術協力	
■EPIC RECORDS JAPAN, INC「OTAKON 2003~TMRコンサート」 撮影	
■TBS「報道 - NY大停電」 撮影	
■Magnux Inc.「新名古屋国際空港用レストラン＆ラウンジ」 視察	

■読売テレビ「ウェークアップ! - テロから2年」 撮影	

SEPTEMBER 
■フジテレビ「めざましテレビ」 9月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - MLB地区リーグ優勝戦・マドンナ絵本発売」 撮影	
■フジテレビ「リトルリーグ」 リサーチ	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 55!!ゴジラ」 9月演出・制作協力・技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 米海兵隊員帰国」 中継技術協力	
■日本テレビ「MOBI - カート」 技術協力	
■日本テレビ「MOBI - カート Fontana」 技術協力	

■日本テレビ「報道 - テロから2年」 技術協力	
■日本テレビ「スポーツMAX-修造チェック」 制作協力	

■日本テレビ「NNN News - テロから2周年」 撮影	
■日本テレビ「報道-ワールドカップ女子サッカー」 撮影	

■日本テレビ「スポーツ - Yankees・松井取材」 撮影	
■日本テレビ「1億人の大質問!? 笑ってこらえて - 日本列島博士の旅」 制作協力・撮影	
■日本テレビ「ニュース朝いち430 - セントラルパーク150周年記念」 撮影	
■NHK「地球ウォーカー - ストリートファッションショー」 撮影	
■NHK「9/11スペシャル」 制作協力	
■NHK「アートエンターテイメント 迷宮美術館」リサーチ	
■NHK BS hi「ハイビジョンスペシャル - 葛飾北斎」 リサーチ	
■NHK教育「NYU 英会話教室」 撮影	
■名古屋テレビ「Sports News-レスリング世界選手権大会」 撮影	
■テレビ朝日「ロンドンハーツスペシャル in New York」 制作協力・撮影	

■テレビ東京「極上の休日-安藤忠雄」 技術協力	
■テレビ西日本「Gospel Is」 撮影	
■SKY PerfecTV!「ANIMAL PLANET CHANNEL-愛犬とハッピーに暮らす知恵袋」	
　制作協力	
■(株)電通「松井秀喜オフィシャルサイト用インタビュー・写真撮影」 制作協力・撮影	

OCTOBER 
■フジテレビ「めざましテレビ-高級ハンバーガー」 演出	
■フジテレビ「めざましテレビ」 10月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「報道-松井ユニフォーム」 撮影	
■フジテレビ「NY流-Madtruck」 撮影	
■フジテレビ「EZ! TV-カリフォルニア州知事選・WWE CEOドキュメント」 撮影	
■日本テレビ「MOBI-カート Texas」 技術協力	
■日本テレビ「特番Super TV - ロッキード事件」 技術協力	
■日本テレビ	
　「ザ！世界仰天ニュース - ハネムーンキラー・夫が妻に復讐するために息子を殺害」	

　 制作協力・技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!! SUPER-55!!ゴジラ」 10月演出・制作協力・技術協力	

■日本テレビ「さきどり! Navi-ハロウィーン特集」 撮影	
■NHK教育「芸術劇場-秋のNY Broadway 情報」 撮影	

■NHK教育「NYU 英会話教室」 撮影	
■NHK「Miracle Planet II」 技術協力	
■NHK「小津特番 NY映画祭」 撮影	
■NHK「もの知り一夜づけ - 日本酒」 制作協力・技術協力	
■NHK「南極プロジェクト」 撮影	
■NHK BS hi「ハイビジョンスペシャル - NY大停電の夜に」 制作協力・技術協力	
■TBS「サンデー・ジャポン - American News」 リサーチ	
■DVD制作「Ms. Joanne Sudo Whitaker」 撮影	
■広島テレビ「ズームイン!! SUPER - 爆心地猿楽町復元作品」 制作協力	
■HANATOWA VP「国連DAYパーティ装飾」 撮影	
■テレビ東京	
　「ワールドビジネスサテライトプロジェクト4000回記念アメリカフォーラム」	
　制作協力・撮影	

■C・FACTORY「B'Z Live in USA」 技術協力	
■岐阜県観光物産展「岐阜県観光物産展 at Grand Central Station」 撮影	

■日本テレビ「さきどり! Navi - ジェジカ・リンチ本発売」 撮影	
■日本テレビ「NEWS DASH-松井バット、野球殿堂博物館入り」 撮影	
■NHK「Miracle Planet II」 技術協力	
■NHK「生誕100年小津安二郎特集」 制作協力	
■NHK「MLB 松井インタビュー」 撮影	
■テレビ朝日「スポーツ - 松井選手、日本人学校訪問」 撮影	

■TBS「サンデー・ジャポン - American News」 リサーチ	
■関西テレビ「BURN THE FLOOR」 撮影	
■Amana Inc.「デジタルプロダクション視察」 視察同行・通訳	
■(株)電通「ジミー大西作品展」 技術協力	
■ANA「機内ビデオ - ワインクラブ」 制作協力・撮影	
■WOWOW「平井堅PV」 制作協力	

DECEMBER 
■フジテレビ「めざましテレビ」 12月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ」 技術スタッフ派遣	
■フジテレビ「報道」 技術スタッフ派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER」 12月制作スタッフ派遣	
■日本テレビ「スポーツうるぐす - 松井稼頭央関連」 演出	
■日本テレビ「スポーツ - NFL 日本人女性トレーナー」 制作協力	
■NHK「クローズアップ現代 - オペレーションイラクフリーダム」 技術協力	

■テレビ朝日「ニュースステーション - MLB」 撮影	
■アンリミテッドレコード GLAY アーティストケア	

■WOWOW 「グラミー賞」 制作協力	

2003 PROJECT LIST 

NOVEMBER 
■フジテレビ「EZ! TV - WWE」 撮影	

■フジテレビ「めざましテレビ」 11月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「報道」 技術スタッフ派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER 55!!ゴジラ」 11月演出・制作協力	



JANUARY 
■フジテレビ「めざましテレビ」 1月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「NY流」 1月演出・制作協力	
■フジテレビ「報道2001」 制作協力	
■フジテレビ「報道」 技術協力	
■フジテレビ「奇跡体験! アンビリバボー - イルカの小説」 撮影	
■日本テレビ「スーパーテレビ・情報 前線 - 武田真由美」 制作協力	
■日本テレビ「倶楽部☆T - NFL SUPER BOWL」 中継 中継技術	

■日本テレビ「史上 強の億万長者スペシャル・パート4」リサーチ	
■日本テレビ「報道」撮影	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER」 中継技術協力	
■テレビ東京「ソルトレイクオリンピック」 制作準備・技術協力 (1月) 
■NHK BS「Talk & Talk」 技術協力	
■スペースシャワーTV「坂本龍一」 技術協力	
■(株)電通「PANASONIC ASTROVISION & DVC PRO」	

　-ソルトレイクオリンピック新聞広告用スティル 制作協力・撮影	
 
FEBRUARY 
■フジテレビ「NY流」 2月演出・制作協力	
■フジテレビ「めざましテレビ - NYコレクション」 技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 2月制作スタッフ派遣	

■日本テレビ「BOON! - Cart」 2月技術協力	
■日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」 技術協力	

■NHK BS hi「JAPAN IMPACT」 制作協力	
■テレビ東京「ソルトレイクオリンピック」 制作協力・技術協力	

■テレビ西日本「愛のカタチ - 大江千里 in New York」 制作協力	
■外務省(在NY日本国総領事館) CF「在外選挙登録広報60秒 (新庄編)」 制作協力	
■(株)電通「UCカードCF - DO! UC」 企画リサーチ	

MARCH 
■フジテレビ「NY流」 3月演出・制作協力	
■フジテレビ「めざましテレビ - マジシャン」 技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ - サックスフォンプレーヤー」 技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 3月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「情報プロジェクトS - Be New Yorker (Renovation)」 技術協力	
■フジテレビ「笑う犬の発見 (ホルケンサイズ)」 撮影	
■フジテレビ「NEWS EXPRESS - 正道会館カラテ」 撮影	
■日本テレビ「仰天!ドケチの鉄人」 撮影	
■日本テレビ「News 朝いち430」 撮影	
■日本テレビ「機材メンテナンス」 技術協力	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 3月技術協力	

■日本テレビ「ズームイン!! SUPER」 中継技術協力	
■日本テレビ「スーパーテレビ・情報 前線 - 武田真由美」 制作協力・撮影	

■NHK総合「課外授業ようこそ先輩 - 裏千家」 撮影	
■NHK BS-1「新・真夜中の王国」 撮影	

■NHK BS-1「メジャーリーグクラブ」 技術協力	
■NHK BS hi「ハイビジョンドラマ "KUBOTA DELUX"」 技術協力	
■TBS「オフレコ! - LARRY ARNOLD」 著作権交渉	
■TBS「ガチンコ!」 撮影	
■テレビ東京「ガイアの夜明け」 制作協力	
■テレビ東京「BB-WAVE.TV - NYテロ6ヶ月後」 技術協力	
■テレビ東京「報道 - レス・ポール」 撮影	
■テレビ東京「テクノ探偵団」 制作協力	
■毎日放送「情熱大陸 - BOND STREET」 撮影	
■関西テレビ「怪傑えみちゃんねる - JEFF」 制作協力	
■関西テレビ「BURN THE FLOOR PROMOTION 番組」 制作協力	

■オメガジャパン社VP「緒方貞子」 制作協力・撮影	
■(株)紀伊国屋書店「紀伊国屋創業75周年ビデオ」 制作協力・撮影	

■(株)電通「科学未来館」 リサーチ・交渉	
 
APRIL 
■フジテレビ「めざましテレビ - フミヤスペシャル」 技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 4月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「NEWS EXPRESS・特報 - 岡本喜八監督」 撮影	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 4月技術協力	
■日本テレビ「報道 - PEACE WALK」 撮影	
■日本テレビ「NEWS朝いち430 - 原爆被爆者と9.11遺族の交流」 撮影	
■日本テレビ「報道 - テロ犠牲者」 技術協力	
■日本テレビ「史上 強の億万長者スペシャル・パート4」 制作協力・撮影	
■日本テレビ「この先撮影禁止（その先）- Dr. Weiss」 撮影	
■NHK「NHKスペシャル-ドキュメントスペースロシア」 技術協力	
■毎日放送「情熱大陸 - NYメッツ小宮山」 制作協力・撮影	
■TBS「オフレコ!」リサーチ	

■TBS「ここがヘンだよ日本人!」 企画リサーチ	
■テレビ西日本「TeleBee」 撮影	

■日本テレビ「報道 - カナダサミット」 技術協力	
■日本テレビ「報道 - ワールドカップ関連、ブライアントパーク」 撮影	
■日本テレビ「NEWS朝いち430 - Japan Society/MOMA」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!! SUPER - はやぶさ」 中継技術協力	
■日本テレビ「報道特捜プロジェクト - ADD注意欠陥障害」 撮影	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 6月技術協力	
■NHK 総合「課外授業 ようこそ先輩 - 黒田征太郎」 撮影	
■NHK BS「NEW YORKERS - ハイスクールデザイナー (JESSE)」 撮影	
■TBS「WBA S. BANTAMWEIGHT CHAMP 佐藤修」 制作協力・撮影	
■TBS「ウツチャきナンチャき」 機材レンタル	

■テレビ東京「ガイアの夜明け - ハム太郎NYへ行く」 技術協力	
■テレビ東京「バニラスカイのすべて」 技術協力	

■静岡第一テレビ「素敵なふる里夢探訪 - 柏木みどり」 制作協力・撮影	
■テレビ朝日「報道 - カナダサミット」 撮影	

■(株)紀伊国屋書店「おはなし会 - ドキュメント」 撮影	
■Telecommunications Advancement Organization of Japan 
　「Honjo Multimedia R&D Center」 リサーチ	

JULY 
■フジテレビ「MLB ALLSTAR GAME & MARINERS GAME」 撮影	
■フジテレビ「報道 - WTCニュープラン」 撮影	
■フジテレビ「スーパーニュース - MARTHA STEWART」 撮影	
■フジテレビ「めざましテレビ」 7月制作スタッフ派遣　	
■フジテレビ「NEWS EXPRESS - PACIFIC OVERTURES (宮本亜門)」 撮影	
■日本テレビ「報道」 技術スタンバイ	
■日本テレビ「報道 - 高校生クイズ」 撮影	
■日本テレビ「報道 - TWA墜落事故から6年」 撮影	
■日本テレビ「ニュースプラス1 - 新体操」 技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 高校生クイズ」 中継技術協力	
■日本テレビ「ザ! 世界仰天ニュース - モントセラットサッカーチーム」 制作協力	

■日本テレビ「ニュース朝いち430 - ハーレムウィーク」 撮影	
■日本テレビ/広島テレビ「ズームイン!!SUPER - 消えた町からのメッセージ」 制作協力	

■テレビ東京「そして音楽が始まる - ライク・ア・ヴァージン」 制作協力	
■テレビ東京「ラ・マンチャの男1000回特番」 NY制作協力・撮影	

■テレビ東京「世界アルツハイマーデースペシャル番組」 制作協力	
■オリンパス(株)「企業VP」 技術協力	
■(株)紀伊国屋書店「おはなし会 - ドキュメント」 撮影	
■CUC「STUDIO CITY ODAIBA」 通訳	
■Cyber Entertainment「国立広島原爆死没者追悼平和祈念館」 アーカイブリサーチ	
■Sony Music Entertainment Inc.「PUFFY IN NY INTERNET LIVE」	

　インターネット中継技術	

2002 PROJECT LIST 

MAY 
■フジテレビ「奇跡体験!アンビリバボー」 企画リサーチ	

■フジテレビ「めざましテレビ」 5月制作スタッフ派遣	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - グランドゼロ」 中継技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - Family Market」 中継技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - Vanilla Coke」 中継技術協力	
■日本テレビ「NEWS朝いち430」 撮影	
■日本テレビ「NEWS朝いち430 - 経済」 撮影	
■日本テレビ「ザ! 世界仰天ニュース - Winchester House」 撮影	
■日本テレビ「報道 - カーター元大統領キューバ 訪問」 技術協力	
■日本テレビ「日産スペシャル・INDY500」 技術協力	
■テレビ東京「ガイアの夜明け - アメリカ不動産マーケット」 制作協力・撮影	
■テレビ東京「そして音楽が始まる」 企画リサーチ	
■テレビ東京「そして音楽が始まる - この素晴らしき世界」 制作協力・撮影	
■新東京国際空港公団「成田空港内用映像 - NY市内」 制作協力	
■(株)紀伊国屋書店「おはなし会 - ドキュメント」 撮影	
■(株)ローム「Kyoto International Student Music Festival 2002」 イベント協力	
■Murakami Artwork「クリスティーズオークション」 撮影	

■Pony Canyon, Inc.「美の巨人たち - DVD」 制作協力・著作権交渉	
 

JUNE 
■フジテレビ「極真空手・アメリカンズカップ2002」 撮影	
■フジテレビ「めざましテレビ」 6月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「奇跡体験!アンビリバボー - WEST NILE VIRUS」 リサーチ・制作協力・撮影	
■フジテレビ「奇跡体験!アンビリバボー - Ryan's Well・Lisa Reid」 リサーチ	

■フジテレビ「Three Dog Bakery」 リサーチ及び交渉	



AUGUST 
■フジテレビ「奇跡体験！アンビリバボー - 小惑星衝突」 制作協力・撮影	
■フジテレビ「めざましテレビ」8月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - ビーチバレーボール」 技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ - ホットドッグ」 技術協力	

■フジテレビ「報道 - 9・11テロ関連 (ブロードウェイ)」 技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!! SUPER - East Village/Squatting」 中継技術協力	
■日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース - ベルサーチ」 リサーチ	
■日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース - SAM TURNER・AQUARIOUS」リサーチ	
■日本テレビ「報道 - 9・11テロ関連」 撮影	
■日本テレビ「あの人は今 - ナンシー・ケリガン」 技術協力	
■日本テレビ「今日の出来事 - 9/11テロ関連」 技術協力	
■NHK「放送大学 - 博物館概論」 技術協力	
■NHK「NHKスペシャル - 2002年きみと語る戦争 今、対談のとき」 撮影	
■NHK「NYテロ一周年特番 (ニューヨークの心に平和を)」 技術協力	
■NHK 総合「課外授業 ようこそ先輩」 技術スカウト	
■NHK BS-1「ハイビジョンドラマ (KUBOTA DELUX)」 機材レンタル	
■テレビ東京「日経CNBCスペシャル」 技術協力	

■TBS「スーパーフライデー (世界どこでもハローワーク)」 企画リサーチ	
■(株)紀伊国屋書店「おはなし会 - ドキュメント」 撮影	

SEPTEMBER 
■フジテレビ「めざましテレビ」9月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - スクーター」 技術協力	
■フジテレビ「奇跡体験!アンビリバボー」企画リサーチ	
■フジテレビ「報道スペシャル - 9・11テロ一周年」 制作協力・撮影	
■日本テレビ「ズームイン!! SUPER - 9・11テロ一周年」 制作協力・撮影	
■日本テレビ「ズームイン!! SUPER - Jersey Garden Mall」 中継技術協力	
■日本テレビ「ニュースプラス1 - 9・11テロ一周年」 制作協力	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 9月技術協力	
■日本テレビ「倶楽部☆T - NFL SEASON OPENING PARTY」 技術協力	

■日本テレビ「ニュース朝いち430」撮影	
■日本テレビ「報道 - 9・11テロ (フライト93便)」 撮影	

■日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース - 完全心理犯罪ゲーム」 撮影	
■日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース - MENSA MURDE」 制作協力・撮影	

■日本テレビ「今日の出来事 - 9・11テロ一周年」 撮影	
■NHK BS hi「林英哲ニューヨークLIVE　若冲の翼2002」制作協力・技術協力	
■NHK BS hi「スポーツ感動の五番勝負 - サラ・ヒューズ」 制作協力・撮影	
■NHK BS-1「MLB PLAYOFF SPECIAL」撮影	
■TBS「サンデーモーニング - テロ関連」 制作協力・撮影	
■TBS「スーパーフライデー - Monica Lewinsky」 撮影	
■TBS「サンデー・ジャポン - BLUE PEPSI」 リサーチ	
■毎日放送「ちちんぷいぷい - ローリングストーンズツアーetc.」 撮影	
■朝日放送「朝だ! 生です旅サラダ - 高橋ひとみ in ニューヨーク」 9月制作協力	
■読売テレビ「WAKE UP! - グランドゼロ」 技術協力	

■テレビ静岡「テレビ寺小屋海外科学スペシャル13 - 巨木の森・豊饒の大地」 9月制作協力	
■テレビ西日本「ゴスペルPV」 撮影	
■テレビ東京「そして音楽が始まる - Saturday In the Park」 制作協力	

■(株)博報堂「Triumph International」 ケア 撮影	
■Avex Entertainment Inc.「林英哲ニューヨークLIVE 若冲の翼2002」	

　DVD制作協力・技術協力	
■サンエーインターナショナル「ニューヨークコレクション (JILL STUART)」 技術協力	
■Universal Music Group「NFL SEASON OPENING PARTY WITH BON JOVI」	
　技術協力	
■Next 1 Create Inc.「V-REVUE タレントオーディション」 キャスティング	

■フジテレビ「めざましテレビ - ベジタリアンフード」 技術協力	
■フジテレビ「ANAコマーシャル - STAR ALLIANCE 30」 制作協力・技術協力	
■フジテレビ「THE KITANO NEW YORK コマーシャル - 玄関編30」 制作協力・技術協力	
■フジテレビ「EZ! TV - ワシントンDC SNIPER」 撮影	
■フジテレビ「木梨ガイド・週末の達人」 機材レンタル	
■フジテレビ「敗戦からの挑戦」 撮影	
■フジテレビ「MLB - ナショナルリーグチャンピオンシップ」 撮影	
■日本テレビ「ニュース朝いち430 - 松井＆ハロウィン」 撮影	

■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - ワシントンDC SNIPER」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER」 中継技術協力	

■日本テレビ「報道 - WEST NILE VIRUS」 技術協力	
■テレビ東京「ワールドビジネスサテライト - コンビニの歴史 (SEVEN ELEVEN)」	

　取材・撮影	
■テレビ東京「黄金の話題大追跡」 制作協力	
■TBS「ウッチャきナンチャき - AMERICAN OBESTY AND DIET」 リサーチ	
■TBS「サンデー・ジャポン - BRITNEY SPEARS' RESTAURANT」 制作協力・撮影	
■テレビ静岡「テレビ寺小屋海外科学スペシャル13 - 巨木の森・豊饒の大地」	
　10月制作協力	
■CARTER'S VP 技術協力	
■WOWOW「ディズニーチャンネル」 技術協力	

■Nikkei Inc.「ドットコム会社」 リサーチ	
■朝日放送「朝だ! 生です旅サラダ - 高橋ひとみ in ニューヨーク」 10月制作協力・撮影	
■藤井フミヤ「VP」 技術協力	

■日本経営合理化協会「NY講座 収録」 技術協力	
 
NOVEMBER 
■フジテレビ「めざましテレビ - マタニティーウェア」 技術協力	
■フジテレビ「SMAPXSMAP - ビストロスマップ・NY/ヒューストン」 撮影	
■フジテレビ「深夜戦隊ガリンペロ - セレンディピティ日本公開」 撮影	
■フジテレビ「QUIDAM - CIRQUE DU SOLEIL」 技術協力	
■フジテレビ「報道」 技術協力	
■フジテレビ「あいのり - アメリカ編」 リサーチ	
■フジテレビ「あいのり - 番組メーキングビデオ」 撮影	
■フジテレビ「めざましテレビ」 11月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「二十一世紀の音霊 - 坂本龍一」 撮影	

■日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」 制作協力・技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!SUPER - 松井関連」 中継技術協力	
■テレビ東京「ガイアの夜明け - ひとつの嘘で会社が消える 問われる企業倫理」	

　制作協力	
■NHK「NHKスペシャル - 地球市場」 機材レンタル	

DECEMBER 
■フジテレビ「あいのり - 番組メイキングビデオ」 撮影	
■フジテレビ「めざましテレビ」 12月制作スタッフ派遣	
■TBS「王様のブランチ」 撮影	
■SKY PerfecTV!「サイエンスチャンネル (原子力開発史)」 制作協力	

■(株)モリモト「クレセントあざみ野プロジェクトPRビデオ」 制作協力・撮影	

2002 PROJECT LIST 

OCTOBER 
■フジテレビ「めざましテレビ」10月制作スタッフ派遣	

■フジテレビ「めざましテレビ - ブロードウェイ」 技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ - PIER 14」 技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ - NYサッカー事情」 技術協力	



JANUARY 
■フジテレビ「スーパーナイト」 演出・制作協力	
■フジテレビ「奇跡体験! アンビリーバボー」 リサーチ	
■フジテレビ「NY流」 1月演出・制作協力	
■日本テレビ「ズームイン!!朝! - 大統領就任式典」 中継技術協力	
■日本テレビ「スーパーボール」 中継技術協力	
■日本テレビ「特命リサーチ200X!」 リサーチ	
■日本テレビ「サンデースペシャル - デヴィ夫人NY大作戦」 技術協力	

■日本テレビ「BOON! - Cart」 1月技術協力	
■テレビ東京「神田うの　エステティック紀行 in NY」 制作協力・撮影	

■テレビ東京「21世紀産学連携のススメ」 w制作協力・撮影	
■Brother International Corporation「企業VP」 制作協力・技術協力	

■TBS「オフレコ! - 人体発火現象」 制作協力	
■アンリツ(株) VP「The Future With IT」 制作協力	
■読売広告社「NTT COMMUNICATION CM」 新聞広告用出演者契約交渉	
■B.S. Japan Corporation「BRAVURA」NY月間ヒットチャート 1月	
 
FEBRUARY 
■フジテレビ「めざましテレビ」 技術協力	
■フジテレビ「JTB コマーシャル (格安航空券)」 制作協力	
■フジテレビ「NY流」 2月演出・制作協力	

■日本テレビ「報道 - 航空危機管理」 技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!! 朝!」 中継技術協力	
■日本テレビ「スーパーテレビ - 明太子を追え!」 技術協力	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 2月技術協力	

■TBS「ここがヘンだよ日本人」 リサーチ	
■TBS「開局50周年特別番組 地雷特番 坂本龍一インタビュー」 技術協力	
■TBS-i「SPIRITS of ROCK'N ROLL」 スカウト	
■毎日放送「世界ウルルン滞在記 - 年寄りロックンロール」 リサーチ	
■毎日放送「世界ウルルン滞在記 - 鷹匠」 技術協力	
■NHK「ハイタウン北方国際シンポジウム」撮影	
■朝日放送「あんたはえらい - 新庄ドキュメント」 演出・制作協力・撮影	
■テレビ新広島「理想の野球場構想」撮影	
■CS サイエンスチャンネル「人間と科学、その未来」撮影	
■鹿児島焼酎「企業CF」 技術協力	
■B.S. Japan Corporation「BRAVURA」 NY月間ヒットチャート2月	

MARCH 
■フジテレビ「めざましテレビ」 3月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「NY流」 3月演出・制作協力	
■日本テレビ「報道」 技術スタンバイ	
■日本テレビ「報道 - 株価」 撮影	
■日本テレビ「報道 - NYSE・NASDAQ」 取材 撮影	
■日本テレビ「ザ! 世界仰天ニュース」 技術協力	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 3月技術協力	
■テレビ東京「ソルトレイクオリンピック2002」 技術ロケハン	

■テレビ東京「神田うの　エステティック紀行 in NY」 制作協力・撮影	
■テレビ東京「報道」 技術スタンバイ	

■TBS「報道特集 - ウォールストリート」 制作協力	
■NHK BS「若き芸術家たちの挑戦 - あるべき伝統文化を目指して」 制作協力・撮影	

■テレビ大阪「ヘアーショー」 撮影	
■朝日放送「所さんと怒れる11人世界のオキテ破りスペシャル」 制作協力・撮影	
■(株)電通「HONDA ODYSSEY 紙面広告」 ロケハン	
■(株)電通「サイエンスパークシンボル展示」 ローズセンター視察 通訳・リサーチ	
■アンリミテッドレコード「GLAY シングル"STAY TUNED" CDジャケット」 制作協力	
■アンリミテッドレコード「GLAY EXPO 2001 - GLOBAL COMMUNICATION」	
　ツアーパンフ制作協力	
■ソニーミュージック/エピックレコード「鈴木雅之NYレコーディング」 技術協力	
■B-PASS「TERU IN NY」 制作協力	
■B.S. Japan Corporation「BRAVURA」 NY月間ヒットチャート3月	

■岐阜放送「海を渡った淡墨の桜 国際交流、岐阜県の挑戦」 撮影	
■毎日放送「なんでなんでサンデー - メッツ 新庄選手、元阪神タイガース亀山選手対談」	
　 撮影	
■テレビ朝日「ザ・スクープ - 新庄」 技術協力	
■テレビ大阪「素敵に美しく暮らす! 長谷川理恵素顔のNY」 技術協力	
■SKY PerfecTV!「MLB」 技術協力	
■(株)電通「HONDA ODYSSEY 紙面広告」 制作協力・技術協力	
■(株)電通「参議院選挙 CF」 企画リサーチ	

■AIGスター生命保険(株) CF「ニューヨーク編」 撮影・制作協力	
■アンリミテッドレコード GLAY PV「Global Communication」 制作協力・技術協力	

■アンリミテッドレコード「GLAY "ONE LOVE"ニュ−ヨークレコーディング」	
　アーティストケア	
■B.S. Japan Corporation「BRAVURA」NY月間ヒットチャート 4月	

MAY 
■フジテレビ「コンチネンタル航空 日本向けキャンペーンCM」 企画・ロケハン	
■フジテレビ「NY流」 5月演出・制作協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 5月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「すぽると - ミルウォーキー新球場取材」 撮影	
■フジテレビ「奇跡体験!アンビリーバボー」 リサーチ	
■フジテレビ「奇跡体験!アンビリーバボー」 インターネット中継 撮影	
■日本テレビ「プロ野球好珍プレイ」 リサーチ	
■日本テレビ「ズームイン!!朝!」 中継技術協力	

■日本テレビ「皇室日記」 企画リサーチ	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 5月技術協力	

■日本テレビ「国連VP」 技術協力	
■日本テレビ「特命リサーチ200Ｘ! - インシュリンダイエット」 制作協力・撮影	

■NHK「おはよう日本 - 五嶋みどりスワールコンサート」 技術協力	
■NHK「新庄ドキュメンタリー」 技術協力	
■テレビ東京「美の巨人たち (ジョルジュ・スーラ/グランドジャット 島の日曜日の午後)」	
　撮影	
■TBS「スーパーフライデー - ミステリーパニック!超奇跡現象を見た」 リサーチ	
■(株)ローム「KYOTO INTERNATIONAL STUDENT MUSIC FESTIVAL 2001」	
　イベント協力	
■(株)電通「科学未来館 - GEO-COSMOS」 リサーチ・視察アテンド	

■B.S. Japan Corporation「BRAVURA」 NY月間ヒットチャート 5月	
 
JUNE 
■フジテレビ「めざましテレビ」 6月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - ヨガ」 撮影	

■フジテレビ「メジャーリーグFan - ボストン紹介/SUBWAY SERIES」 撮影	
■フジテレビ「NY流」 6月演出・制作協力	

■フジテレビ「すぽると! - アトランタ 東京 新庄、さんま夢の対談」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!!朝!」 中継技術協力	
■日本テレビ「報道 - ティモシー・マクベイ死刑囚の刑執行」 技術協力	
■日本テレビ「報道 - 世界エイズ会議」 撮影	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 6月技術協力	
■テレビ朝日「サンデープロジェクト - 総合商社」 制作協力・撮影	
■テレビ朝日「ベースボールってナンだ!!」 技術協力	
■テレビ朝日「都会の遊び方 - ミステリー篇・ランチタイム篇」 撮影	
■テレビ朝日「ドラマ・渋谷系女子プロレス」 アブドゥラ・ザ・ブッチャー氏出演交渉	
■テレビ朝日「報道 - 田中外相訪米」 撮影	
■NHK「平井堅コンサート」 技術協力	

■NHK BS「NEW YORKERS」 撮影	
■NHK BS「PIKES PEAK HILL CRIMB RACE」 技術協力	
■TBS「ここがヘンだよ日本人! - 肥満」リサーチ	
■TBS「オフレコ! - 多重人格」 リサーチ	
■テレビ東京系列 テレビ東京系列特番「世界 強の経営者 J・ウェルチの挑戦」	
　制作協力・撮影	

■毎日放送「GET 01」制作協力	
■毎日放送「ちちんぷいぷい」 制作協力	
■朝日放送「世界痛快伝説!!運命のダダダダ～ン! - そんなはずじゃなかった」 撮影	
■日興証券グループ「企業VP」 技術協力	
■SONY「SONYショールームVP」 技術協力	
■SKY PerfecTV!「NAKATA NET TV」 撮影	
■マスターフーズ(株) CF「スニッカーズ (WILD BITE) 30秒・15秒バージョン」 制作協力	
■(株)博報堂「ANA マイレージクラブニュース - ユタ・アリゾナ篇」 リサーチ	
■ワーナーミュージックジャパン 米倉利紀PV「横顔」 撮影・制作協力	
■B.S. Japan Corporation「BRAVURA」NY月間ヒットチャート 6月	

2001 PROJECT LIST 

APRIL 
■フジテレビ「NY流」 4月演出・制作協力	

■フジテレビ「めざましテレビ」 4月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「スポーツニュース - 新庄選手」 撮影	
■フジテレビ「とくダネ! - アメリカンダンスミュージック」 技術協力	
■フジテレビ「奇跡体験!アンビリーバボー - Pizza屋」 取材、撮影	
■フジテレビ「GLAY Global Communication」 技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!朝!」 中継技術協力	
■日本テレビ「報道」 技術スタンバイ	
■日本テレビ「報道 - 映画『A.I.』」 企画・撮影	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 4月技術協力	
■朝日放送「世界痛快伝説!!運命のダダダダ～ン! - サウンドオブミュージック」	
　制作協力・撮影	



JULY 
■フジテレビ「めざましテレビ」 7月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「スーパーニュース - 新庄」 撮影	

■フジテレビ「NY流」 7月演出・制作協力	
■フジテレビ「奇跡体験アンビリーバボー! - ミッシングチルドレン」 制作協力・撮影	
■フジテレビ「江角マキコ 遥かなる氷河と太古の森と」 技術協力	
■フジテレビ「すぽると! - 新庄＆イチローインタビュー」 撮影	
■日本テレビ「ズームイン!! 朝!」 中継技術協力	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 7月技術協力	
■日本テレビ「全国高校生クイズ選手権」 撮影	
■NHK BS hi「クィーンエリザベス二世号 NY出港」 撮影	
■NHK BS「経済 前線 - 伊藤忠商事」 撮影	
■NHK BS「EIGO BUSINESS WORLD」 技術協力	

■テレビ東京「GEジャック・ウェルチ」 制作協力	
■テレビ東京「激生! スポーツTODAY」 技術協力	

■テレビ東京「世界アルツハイマーデイスペシャル」 リサーチ	
■テレビ東京「緊急レポート! 30代から始まるモノ忘れ!」 制作協力・撮影	

■TBS「日韓共同制作ドラマ・フレンズ」 制作準備協力	
■(株)電通「日本新薬VP」 制作協力・技術協力	
■(株)電通「科学未来館 - GEO-COSMOS」 リサーチ・視察アテンド	

AUGUST 
■フジテレビ「NY流」 8月演出・制作協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 8月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ」 撮影	
■フジテレビ「ニュースEXPRESS」 撮影	
■フジテレビ「スーパーニュース - リトルリーグ日本チーム」 撮影	
■日本テレビ「報道 - バクシネーション」 撮影	
■日本テレビ「進ぬ! 電波少年 - 松本企画・さすけ」 制作協力・撮影	
■日本テレビ「ニュースプラス1 - 賞金ロット」 撮影	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 8月技術協力	

■NHK BS「メジャーリーグ - メッツ戦中継」 撮影	
■NHK BS「HEALTH CARE - アメリカの医療保険」 撮影	

■NHK教育「EIGO BUSINESS WORLD」 技術協力	
■テレビ東京「美の巨人たち - ジャクソン・ポロック」 制作協力	

■テレビ東京「スポーツ - PGAゴルフ」 撮影	
■テレビ東京「GEジャック・ウエルチ」 制作協力・撮影	
■TBS「日韓共同制作ドラマ・フレンズ」 制作準備協力	
■東海テレビ「世界の珍スポーツ」 リサーチ	
■テレビ愛媛「報道 - えひめ丸事故特番」 制作協力	

SEPTEMBER 
■フジテレビ「NY流」 9月演出・制作協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 9月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「報道 - NYテロ関連」 撮影	
■フジテレビ「とくダネ! - NYテロ関連」 制作協力	
■日本テレビ「報道 - 国連子供特別総会」 技術協力	
■日本テレビ「報道 - NY・ワシントンDCテロ関連」 撮影	
■日本テレビ「億万長者スペシャル パートIII」 リサーチ	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 9月技術協力	
■TBS「サンデーモーニング - NYテロ関連」 制作協力	

■TBS「日韓共同制作ドラマ・フレンズ」 制作準備協力	
■TBS BS-I「I'S EYE - ドルフィンセラピー」 ロケハン	

■NHK BS「NEW YORKERS」 撮影	
■テレビ朝日「ザ・スクープ - 野田事件」 技術協力	

■テレビ朝日「スーパーモーニング - NYテロ関連」 撮影	
■テレビ東京「世界おもしろペット大集合」 技術協力	
■新潟テレビ「ダム特番」 制作協力	
■TV九州「武田鉄也の和食as NO.1 - 開局10周年記念特番」 制作協力・撮影	
■関西テレビ「SPEED夢の復活!」 演出・制作協力・技術協力	
■熊本テレビ「MEETS 米倉 in NEW YORK 」 ロケーションセットアップ	

 
OCTOBER 
■フジテレビ「めざましテレビ」 技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 10月制作スタッフ派遣	

■フジテレビ「コンチネンタル航空 日本向けキャンペーンCM」 演出・制作協力	
■フジテレビ「NY流」 10月演出・制作協力	
■フジテレビ「報道 - NYテロ関連」 撮影	
■日本テレビ「報道 - NY・ワシントンDCテロ関連」 撮影	
■日本テレビ「今日の出来事 - ニューヨークシティマラソン」 リサーチ	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 10月技術協力	
■日本テレビ「スーパーテレビ情報 前線 - 武田真弓」 制作協力・撮影	
■TBS「ここがヘンだよ日本人! - NYテロ関連」 制作協力	
■TBS BS-i「I'S EYE - ドルフィンセラピー」 制作協力	
■NHK BS「NEW YORKERS - NYテロ関連」 撮影	
■毎日放送「ZERO-ONE - "真撃"橋本真也密着」 撮影	
■テレビ朝日「スーパーモーニング - NYテロ関連」 撮影	

■テレビ朝日「SmaSTATION - NYテロ関連」 撮影	
■宗教チャンネル「阿含宗NY護摩法要と講座2001」 中継技術協力	
■東芝EMI「阿含宗護摩法要 IN NEW YORK」 DVD収録・撮影	

■マスターフーズ(株) CF「スニッカーズ (WILD BITE) 45秒バージョン」 編集	

■フジテレビ「コンチネンタル航空 日本向けキャンペーンCM」 制作	
■フジテレビ「報道 - NYテロ関連」 撮影	
■フジテレビ「情報プロジェクトS」 中継技術協力	
■フジテレビ「とくダネ! - 特捜リポート がんばって! NY」 制作協力	
■日本テレビ「報道 - NY・ワシントンDC テロ関連」 撮影	
■日本テレビ「BOON! - Cart」 11月技術協力	
■NHK「スペシャル・デジタル音楽の革命」 技術協力	

■テレビ東京「特番・燃える水の伝説 - 石油王達の挑戦」 制作協力	
■日本経営合理化協会「NY講座　収録」 技術協力	
■ジャニーズ事務所「ミュージカル "SHOCK" 舞台セット用映像」 撮影	

DECEMBER 
■フジテレビ「NY流」 12月演出・制作協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 12月制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「FNS歌謡祭」 NY中継 中継技術協力	
■フジテレビ「報道2001 - NYテロ関連」 リサーチ	
■日本テレビ「報道 - NY・ワシントンDC テロ関連」 撮影	

■NHK BS-1「スペシャル・テロへの報復と未来」 技術協力	
■テレビ東京「ソルトレイクオリンピック2002」 撮影、技術・美術ロケハン	

■テレビ東京「報道」 撮影	
■朝日放送「たけし☆所の和風が来た! - 記憶」 リサーチ	

■テレビ朝日「ほんパラ! 痛快ゼミナール - MAGNUM PHOTOGRAPHERS」	
　撮影・制作協力	
■(株) 道洋行「免疫ミルク～ふる里・アメリカを訪ねて～」 技術協力	
■マスターフーズ(株) CF「スニッカーズ (WILD BITE-Mild Crisp) 30秒バージョン」	
　制作協力・技術協力	

2001 PROJECT LIST 

NOVEMBER 
■フジテレビ「めざましテレビ」 11月制作スタッフ派遣	

■フジテレビ「NY流」 11月演出・制作協力	



JANUARY 
■フジテレビ「ハッピーバースデー」 リサーチ	
■フジテレビ「報道」 技術スタンバイ	
■フジテレビ「SEIZE THE NIGHT」 技術協力	
■フジテレビ「NY流」 1月演出・制作・技術協力	
■日本テレビ「モーニングサタデー - NYSE」 撮影	
■日本テレビ「報道 - キューバ、エリアン・ゴンザレス」 撮影	
■日本テレビ「報道 - 大雪」 撮影	

■日本テレビ「ニューヨーク支局報道」 1月技術派遣	
■テレビ東京「モーニングサテライト」 撮影	

■テレビ東京「エンパワージャパン/ベンチャー新千年紀」 撮影	
■テレビ朝日「スクープ - FASHION WAR」 撮影	

■朝日放送「アタック25 - ディズニークルーズ」 制作協力	

FEBRUARY 
■フジテレビ「知的探検スペシャル - われ、記憶の海へ」 2月制作協力	
■フジテレビ「NY流」 2月演出・制作協力・技術協力	
■フジテレビ「報道 - TOY SHOW」 撮影	
■フジテレビ「めざましテレビ」 技術協力	
■フジテレビ「報道」 技術スタンバイ	
■日本テレビ「報道 - 90歳女性アメリカ横断」 技術協力	

■日本テレビ「あの人は今」 技術協力	
■日本テレビ「ニュース特番 - スペースシャトル (毛利さん)」 技術協力	

■日本テレビ「ニューヨーク支局報道」 2月技術派遣	
■日本テレビ「報道 - インターネット犯罪」 撮影	
■テレビ東京「美の巨人たち - A.ウォーホール キャンベルスープ缶200個」 制作協力	
■テレビ朝日「ザ・スクープ - 検証ドキュメンタリー・ブランドウォーズ」 撮影	
■テレビ朝日「ザ・スクープ」 機材レンタル	
■NHK「トップランナー - RUMIKO」 撮影	
■NHK BS「21世紀への証言 - 真の男女共生をめざして」 撮影	
■NHK BS-1「地球白書 - 21世紀へ人類の大改革」 2月リサーチ・制作協力	

■PARADISE FISH 「lnterview Dr. Paul at Rutgers University」 撮影・通訳	

MARCH 
■フジテレビ「NY流」 3月演出・制作協力・技術協力	
■フジテレビ「スーパータイム」 撮影	
■フジテレビ「報道 - UN MISSION (米朝問題)」 撮影	
■フジテレビ「料理の鉄人スペシャル・ニューヨーク対決」 制作協力・技術協力	
■フジテレビ「知的探検スペシャル - われ、記憶の海へ」 3月制作協力	
■日本テレビ「報道 - 核実験」 技術協力	
■日本テレビ「ニューヨーク支局報道」 3月技術派遣	

■日本テレビ「報道 - UN MISSION」 撮影	
■日本テレビ「報道 - アメリカ大統領予備選挙」 技術協力	

■NHK「プロジェクトX - HONDA」技術協力	
■NHK「EIGO BUSINESS WORLD - E-PUBLISHlNG」 撮影	

■NHK BS「マネーワールド」 撮影	
■読売テレビ「ウェークアップ!」 撮影	
■東海テレビ「世界の珍スポーツ 真剣勝負ツアー!!」 制作協力・技術協力	
■松下電工(株)「PANASONIC VP - デジタルネットワーク」 撮影	
■デスティニー・東宝 「映画 "ホワイトアウト"」 footageリサーチ	
■CORNING Inc.「コーニング VP」 演出・制作協力	
■トヨタ自動車(株) VP「21世紀のトヨタブランド」 撮影	
■SONY VAIO NET「ダンディズム博物館 - カメラ」 リサーチ	

APRIL 
■フジテレビ「SEIZE THE NIGHT」技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」技術協カ	
■フジテレビ「NY流」4月演出・制作協力・技術協力	
■フジテレビ「20世紀感動の名場面 (MS.BENOIT)」撮影	
■日本テレビ「ニューヨーク支局報道」4月技術派遣	
■NHK BS「経済 前線 - NASDAQ」 撮影	
■TBS「ここがヘンだよ日本人」リサーチ	
■COX PROJECT「日本の寿司職人ワシントン桜祭りツアー」撮影	
■AVEX Group「BALANCE」アーティストケア	
■日本アムウェイ(株) VP「MISSISM」 制作協力・技術協力	

MAY 
■フジテレビ「スーパーニュース」 技術協力	
■フジテレビ「報道」 技術スタンバイ	
■フジテレビ「レストランなにわCM」 技術協カ	
■フジテレビ「プロ野球ニュース - 吉井インタビュー」 撮影	
■フジテレビ「教えてプリーズ - YWCA」 撮影	
■フジテレビ「マッハV6」 技術協力	
■フジテレビ「NY流」 5月演出制作協力・技術協力	
■日本テレビ「ニューヨーク支局報道」 5月技術派遣	
■NHK「人間ドキュメント - 心のハーモニー」撮影	
■テレビ朝日「本パラ! 関口堂書店」撮影・制作協カ	
■TBS「報道特集」 制作・取材協カ	

■CS「VlEWSIC SPECIAL - BONNlE PlNK」 制作協力	
■(株)電通「ジミー大西」 ニューヨーク滞在ケアー	

■(株)ローム「KYOTO INTERNATIONAL STUDENT MUSIC FESTIVAL 2000」 イベント協カ	
■AVEX「BALANCE」 アーティストケアー	

JULY 
■フジテレビ「スポーツニュース - 宮里藍」 撮影	
■フジテレビ「めざにゅ～」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh My New York!」 撮影・中継技術派遣	
■フジテレビ「めざましテレビ - Oh My New York! 夏は野外でダンス!」 演出	
■フジテレビ「日航機墜落20年 -B747-200シミュレーター」 リサーチ	
■フジテレビ「FNSオールスターズ25時間テレビ - スーパー子供ニュース」 技術派遣	
■フジテレビ「MLBオールスターゲーム2005」 中継技術派遣	
■フジテレビ「CITI WIZ - IT関連」 撮影	
■日本テレビ「世界の絶叫マシーン! 一番怖～いの決定戦3」 技術協力	
■日本テレビ「スポーツ - ヤンキース松井秀喜」 担当スタッフ・プール取材幹事派遣	
■日本テレビ「波田New陽区ニューヨークメッタ斬り! DVD」 DVD著作権許可申請交渉	

■TBS「サンデー・ジャポン - 八代弁護士インタビュー」 制作協力・撮影	
■TBS「サンデー・ジャポン - アメリカゴシップ雑誌」 リサーチ	

■TBS「News 23 - 右肩神経手術」 技術	
■テレビ朝日「ANN NEWS - 国連安保理関連取材」 技術協力	

■テレビ朝日「世界水泳選手権2005 - モントリオール大会」 中継技術協力	
■テレビ朝日「報道ステーション - 松井秀喜選手取材」 技術協力	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク ソフトクリーム屋台」 演出	
■テレビ東京「モーニングサテライト - NYアップリンク」 撮影・中継制作協力	
■テレビ東京「ガイヤの夜明け - 企業ストレスに立ち向う」 取材・撮影	
■毎日放送「情熱大陸 - 柴田亜衣選手」 リサーチ	
■学校法人慶應義塾「慶應義塾創立150周年記念 - 資料映像」 撮影	
■コムデックス「αリポ酸　PRビデオ」 制作協力・撮影	
■NTT DoCoMo America/日本テレビ「NAMIKITERU」 ウェッブサイト 制作協力	
■AXN「エミー賞は誰の手に? - NY紙 番組コラムニストインタビュー」 制作協力・撮影　	
■WOWOW「藤原竜也 in ニューヨーク」 撮影	

AUGUST 
■フジテレビ「NY流」8月演出・制作協力・技術協力	
■フジテレビ「報道 - キックボクシング」 撮影	
■フジテレビ「プロ野球ニュース」撮影	
■フジテレビ「めざましテレビ」技術協カ	
■フジテレビ「SEIZE THE NIGHT」技術協カ	
■フジテレビ「とくダネ!」 撮影	
■フジテレビ「DISCO CM」技術協力	
■日本テレビ「報道」技術スタンバイ	

■日本テレビ「報道 - 子供通信社」 技術協力	
■日本テレビ「報道 - NASA」 技術協力	

■日本テレビ「報道 - ミレニアムサミット」 技術協力	
■日本テレビ「今日の出来事」 撮影	

■日本テレビ「今日の出来事」カナダ企画リサーチ	
■日本テレビ「US OPEN TENNIS - 杉山愛インタビュー」 技術協カ	
■日本テレビ「ズームイン!!朝!」中継技術協力	
■日本テレビ「アンビリーバブル」技術協力	
■NHK BS「NEW YORKERS」 技術協カ	
■TBS「どうぶつ奇想天外!」 技術協力	
■TBS「ここがヘンだよ日本人」 企画リサーチ	
■テレビ朝日「報道」技術スタンバイ	
■テレビ朝日「いきなり! 黄金伝説 - ファミリーレストラン」 企画リサーチ	
■テレビ朝日「ダビンチの予言」制作協カ	
■テレビ東京「美の巨人たち」 リサーチ	
■テレビ東京「21世紀エネルギーの選択」 技術協カ	

■テレビ東京「特別番組」 企画リサーチ	
■毎日放送「世界ウルルン滞在記 - テディーベア」 リサーチ	
■小学館・東宝ミュージック「ダンディズム博物館」リサーチ	

■(株)ロッテ CF「V.I.Pチョコレート NY編(15")」 制作協力・技術協力	
■(株)ロッテ CF「フォンダンショコラ 子供編(15")」 制作協力・技術協力	

2000 PROJECT LIST 

JUNE 
■フジテレビ「とくダネ! - 久保田プロモ」 撮影	

■フジテレビ「めざましテレビ」 技術協力	
■フジテレビ「報道」 技術スタンバイ	
■フジテレビ「NY流」 6月演出・制作協力・技術協力	
■フジテレビ「世界文化賞」 技術協カ	
■日本テレビ「報道 - SUMMIT IT REVOLUTION」 技術協力	
■日本テレビ「報道 - IT革命」 技術協カ	
■日本テレビ「報道」 技術協カ	
■日本テレビ「NNN24」 撮影	
■テレビ朝日「PGA SENIOR TOUR」 技術協カ	
■テレビ朝日「藤井隆のミュージックエンタ」 技術協力	
■テレビ朝日「報道 - SCHOOL POLICE」 技術協カ	

■テレビ朝日「ダビンチの予言」 制作協力	
■NHK BS hi「世界名曲物語 - テネシーワルツ」 制作協力・技術協力	
■NHK BS「EIGO BUSlNESS WORLD」 撮影	
■NHK BS「エミー賞」 技術協カ	

■テレビ東京「ELECTRIC ARTIST JAPAN」 技術協カ	
■テレビ東京「経済プロジェクト2000 - GM」 技術協カ	
■毎日放送「APRICA CHIDCARE INSTlTUTE」 撮影	
■毎日放送「ユニバーサルスタジオ特番」 技術協力	
■CORNING Inc.「コーニング企業VP」 演出・制作協カ	
■(株)電通 CF「PANASONIC (PLASMA TAU)」 企画リサーチ	



SEPTEMBER 
■フジテレビ「NY流」 9月演出・制作協力・技術協力	
■フジテレビ「とくダネ!」 撮影	
■フジテレビ「リクルート VP」 撮影	
■フジテレビ「NEWS EXPRESS」 技術協カ	
■フジテレビ「めざましテレビ」 技術協力	
■フジテレビ「報道 - 米朝関係」 撮影	
■フジテレビ「報道 - ミレニアムサミット」 撮影	

■フジテレビ「ペット百科 - GROOM EXPO」 技術協力	
■フジテレビ「奇跡体験アンビリーバボー」 機材レンタル	

■フジテレビ「ニューヨーク高島屋CM」 技術協力	
■日本テレビ「ズームイン!!朝!」 中継技術協力	

■日本テレビ「報道」 技術協カ	
■日本テレビ「報道 - NASA」 技術協力	
■日本テレビ「報道 - CHASE & JP MORGAN」 撮影	
■日本テレビ「報道 - 9歳天才少年」 技術協カ	
■日本テレビ「今日の出来事」 撮影	
■テレビ朝日「徹底追跡ドラえもんの秘密道具スペシャル」企画リサーチ	
■NHK「放送大学 - イノベーションマネージメント」 制作協力・撮影	
■NHK「教育/未来への教室」 技術協カ	

■NHK BS hi「世界名曲物語 - テネシーワルツ15分版」 再編集演出	
■NHK BS hi「青春のポップス - GOD FATHER」 技術協力	
■NHK BS「地球法廷 - 食料の安全性と環境」 制作協カ・撮影	
■NHK BS-2「世界わが心の旅 - MAKO lWAMATSU」 技術協カ	
■テレビ東京「メトロポリタンオペラ日本ツアーPR」 撮影	
■テレビ東京「世界おもしろペット」 技術協力	
■裏千家VP「TEA CEREMONY AT UN」 技術協カ	
■アンリミテッドレコード「GLAY MASTERING」 制作協カ	
■AVEX「R.KELLY lNTERVlEW」 技術協力	
■SONY Corporation VP「ブロードバンドシステム(コンベンション用)」 技術協力	

OCTOBER 
■フジテレビ「NY流」 10月演出・制作協カ・技術協力	
■フジテレビ「知的探検スペシャル2 - 時間」 リサーチ	
■フジテレビ「プロ野球ニュース - プレイオフ・ワールドシリーズ」 撮影	
■フジテレビ「プロ野球ニュース - マリナーズ佐々木」 撮影	
■フジテレビ「スーパーニュース - 9歳天才少年」 技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 技術協力	
■日本テレビ「報道 - NYヤンキース優勝パレード」 撮影	
■日本テレビ「報道 - STS-92」 技術協力	
■日本テレビ「倶楽部☆T - NFL」 技術協カ	

■日本テレビ「ズームイン!! 朝!」 中継技術協カ	
■日本テレビ「峰竜太のホンの昼メシ前 - MAYUMl TAKEDA」 撮影・制作協力	

■日本テレビ「特命リサーチ200X」 企画リサーチ	
■日本テレビ「史上 強の億万長者スペシャル2」 制作協カ・撮影	

■NHK「クローズアップ現代 - 原子カ防災訓練」 撮影	
■NHK「ETV - 金曜フォーラム」 撮影	
■NHK「未来への教室 - 坂本龍一」 インタビュー	
■NHK「ウイークエンドジョイ」 技術協力	
■NHK BS hi「世界名曲物語 - テネシーワルツ」 再契約交渉	
■NHK BS「SHE STYLE」 技術協力	
■NHK BS「経済 前線中継」 技術協力	
■TBS「報道 - HDTVの行方」 技術協力	
■テレビ朝日「報道 - 米朝関係」 技術協力	
■テレビ朝日「そんなに私が悪いのか? - 喫煙」 演出・制作協カ・撮影	

■テレビ東京「美の巨人たち」 制作協力	
■朝日放送「世界痛快伝説・運命のダダダーン!」 企画リサーチ	
■読売テレビ「ウェークアップ!」 撮影	

■SKY PerfecTV!「SHE STYLE」 技術協力	
■WOWWOW「映画名場面の旅」 制作協力	

■AVEX「CHARLES WILSON PR」 技術協力	
■BS JAPAN「BRAVURA - NYクラブ事情」 制作協力・撮影	
■日本経営合理化協会「NYスピーチ」 録音	
■読売広告社「NTT COMMUNICATIONS CF」 制作協力・撮影	
■番組企画リサーチ「ヒラリークリントン」	

■フジテレビ「完全なる料理の鉄人・新世紀決戦」 制作協力	
■フジテレビ「HEY HEY HEY/GLAY in NY」 技術協力	
■フジテレビ「矢沢永吉・ニューヨークライブ」 技術協力	
■テレビ東京「新世紀報道スペシャル - 誤動作する"心の"SOS」 制作協力	
■NHK BS hi「ニューヨーク・新世紀へのカウントダウン」 技術協カ	
■ABC(米国)「Walt Disney World/It Was The Night Before Christmas Special 
　- 東京ディズニーランド」 撮影・キャスティング	
■アンリミテッドレコード「GLAYアーティストケア」	

■(株)博報堂「ANAマイレージクラブニュース」 スティル撮影・制作協力	
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NOVEMBER 
■フジテレビ「NY流」 11月演出・制作協カ	

■フジテレビ「報道 - 大統領選挙特番」 撮影	
■フジテレビ「めざましテレビ」 技術協力	
■日本テレビ「特命リサーチ200X!」 リサーチ	
■日本テレビ「峰竜太のホンの昼メシ前 - MAYUMl TAKEDA」 撮影・制作協力	
■日本テレビ「今日の出来事」 撮影	
■日本テレビ「報道 - 大統領選挙」 技術協力	
■NHK「IT革命」 撮影	
■NHK「NHKスペシャル インターネットのヘイトサイト」 技術協力	
■NHK「華麗なるオークションの世界」 制作協力	
■NHK BS hi「宇宙の世紀」 技術協力	
■NHK BS hi「地球の街角 - 下町人情放送局」 技術協力	
■NHK BS-2「ワンダフル・クラシック -フィラデルフィア管弦楽団100周年コンサート」	
　制作協カ	
■TBS「ここがヘンだよ日本人 - 医療問題」 リサーチ	
■TBS「世界・ふしぎ発見! - キリストの聖骸布」 撮影	

■TBS「さんまのスーパーからくりTV」 撮影	
■テレビ東京「ビューティー紀行 in U.S.A. - 心と身体を癒す旅」 企画リサーチ	
■朝日放送「世界痛快伝説・運命のダダダダーン - 喧嘩」 リサーチ	

■テレビ朝日「報道 - 大統領選挙関連」 撮影	
■名古屋テレビ「野球」 撮影	
■(株)電通「三菱電機 - BSデジタル放送用CM」 企画リサーチ	

■郷ひろみディナーショー用VTR 撮影	
 

DECEMBER 
■フジテレビ「NY流」 12月演出・制作協カ	
■フジテレビ「知的探検スペシャル - 時間の不思議」 制作協力	



JANUARY 
■フジテレビ「VIDEOPACAGE - タイキシャトル果てしなきスピードの行方」 技術協力	
■フジテレビ「NY語」 演出	
■NHK「NEWS」 技術協力	
■NHK「おはよう日本」 技術協力	
■テレビ朝日「これが世界の超珍邸・超豪邸」 リサーチ	
■テレビ朝日「ニュー! ニューユーヨーク物語」 ロケ照明	
■テレビ東京「土曜プレゼント日本のアニメーション」 リサーチ	

■毎日放送「世界ウルルン滞在記」 ネタ・企画リサーチ	
■SME/ROJAM PICTURES「鈴木あみプロモーションビデオ	

　- NOTHING WITHOUT YOU」 合成用NY実景撮影	
 
FEBRUARY 
■フジテレビ「料理の鉄人 - 森本鉄人NYスペシャル」 制作協力・技術協力	
■日本テレビ「SUPER SPECIAL 99 - 気になるあれを探せ ついに見つけたスペシャル」	
　撮影	
■NHK教育「EIGO BUSlNESS WORLD」 撮影	
■テレビ朝日「THE SCOOP - LIFE DESIGN DRUG」 撮影	
■読売テレビ「特別番組 - 超豪快スター伝説」 リサーチ	
■(株)電通「ニューヨーク証券取引所」 視察通訳	

MARCH 
■フジテレビ「NEWS JAPAN - Y2K」 撮影	
■フジテレビ「奇跡体験! アンビリーバボー」 撮影	
■フジテレビ「めざましテレビ」 中継制作協カ	
■日本テレビ「NEWS米朝会議」 撮影	
■NHK「NEWS - 米朝会議」 撮影	
■NHK「NHK SPECIAL 世紀を越えて」 技術協力	
■NHK「NHK NEWS DOW AVERAGE +$10,000」 撮影	
■NHK「NHK交響楽団アメリカツアー」 リサーチ	
■NHK教育「EIGO BUSlNESS WORLD」 撮影	

■NHK BS「ゴルバチョフインタビュー」 技術協力	
■テレビ朝日「NEWS米朝会議」 撮影	

■テレビ朝日「世界仰天三面記事PART4」 制作協カ・技術協力	
■毎日放送「世界ウルルン滞在記」 スタッフケアー	

■テレビ東京「NEW BEGINNING」 技術協力	
■SKY PerfecTV!/VAIO NET「ダンディズム博物館CAMERA CHAIR & AUDIO」	
　制作協力	
■The Walt Disney Company 「ASIA & TEST TRUCK OPENING PRESS EVENT」	
　イベント協力	
■及川光博プロモーションビデオ 技術協力	

APRIL 
■フジテレビ「めざましテレビ タイムズスクエア」 技術協力	
■フジテレビ「NEWS - アルバニア人デモ」 撮影	
■フジテレビ「NY流」 4月演出・制作・技術協カ	
■日本テレビ「ザ・ワイド・野村沙知代 in NY」 撮影・リポート	
■NHK「NEWS - コ口ラドハイスクール襲撃事件」 撮影	
■NHK「EIGO BUSlNESS WORLD」 撮影	
■TBS「金曜テレビの星 主婦の法則 - 幸せ心理学」 制作協力・撮影	
■TBS「名作の風景」 リサーチ	

■TBS「世界・ふしぎ発見! - それぞれの戦後史 フォービアン・バワーズ氏インタビュー」	
　撮影	

■テレビ朝日「スーパーモ一二ング - 有森選手取材」 技術協力	
■朝日放送「アタック25 - キースヘリング」 リサーチ	

■DESTINY「映画 "ホワイトアウト"」 ロケーションサーチ	
■テレビ東京「NEWS - FASHION SHOW」 技術協力	
■テレビ東京「ボストンマラソン」 技術協力	
■東芝イーエムアイ(株)「LUSCIOUS JACKSON INTERVIEW」 撮影	
■NEST「真如苑VP」 撮影	

MAY 
■フジテレビ「NY流」 5月演出・制作協力・技術協力	
■日本テレビ「ニューヨーク支局報道」 5月技術派遣	
■TBS「見ればなっとく HAIR/MAKE ARTIST RUMIKO 取材」 制作協力	
■TBS「名作の風景」 制作協力	
■テレビ朝日「ドキドキ世界の大冒険 一握千金アドベンチャー」 リサーチ	
■テレビ東京「情報ソースが決め手 高度情報化社会で何がかわるのか?」	
　撮影・制作協力	
■BORDERLESS CONNECTION「ARTIST」 ケアー	
■PROMAX「JTB/FUJl TV - TATUYA ISHII IN LAS VEGAS」 ステージプロダクション協力	
■(株)ローム「KYOTO INTERNATlONAL STUDENT MUSlC FESTIVAL 99」 イベント協力	

JUNE 
■フジテレビ「SUPER NIGHT - 野村沙知代」 リサーチ・取材・撮影	
■フジテレビ「NY流」 6月演出・制作協力	
■フジテレビ「NEWS - 毛皮コレクション 」 撮影	
■フジテレビ「NEWS - 高松宮様世界文化賞」 撮影	
■フジテレビ・CUC「映画 "HOME SWEET HOBOKEN"」 制作協力	
■日本テレビ「NNN24 & ニュースプラス1 - 頑張れ日本人/SHOJI TABUCHI」 撮影	
■日本テレビ「ニューヨーク支局報道」 6月技術派遣	

■NHK「EIGO BUSINESS WORLD」 撮影	
■NHK BS「NBA LOCK OUT」 技術協力	

■TBS「報道特集 - 法輪功」 撮影	
■VICTOR ENTERTAINMENT「KIRORO in NY」 演出・撮影	

■(株)電通「東京証券取引所プロジェクト - NYSE視察」 通訳	

JULY 
■フジテレビ「NY流」 7月演出・制作協力	
■日本テレビ「報道 - JFK JR.墜落事故」 撮影	
■日本テレビ「報道アトランタ襲撃」 技術協力	
■日本テレビ「ニューヨーク支局報道」 技術派遣	
■TBS愛の劇場「新・天までとどけ」 ドラマ打ち合わせ	
■TBS「報道特集カイシャ大革命 - メリルリンチ日本証券」 制作協力	

■NHK「EIGOBUSlNESS WORLD」 撮影	
■テレビ朝日「大和計画」 撮影	

■朝日放送「驚きももの木20世紀クローン人間」 撮影・制作協力	
■(株)電通「マクドナルド・宇多田ヒカル "LUV LIVE REMIX" - hello From New York」	

　NY中継技術・制作協力	

■プロシード「SUPERMODEL in RAINFOREST」 リサーチ	

AUGUST 
■フジテレビ「NY流」 8月演出制作・技術協力	
■フジテレビ「SUPERNIGHT ヒラリー」 リサーチ・取材・撮影	
■フジテレビ「土曜一番! 花やしき終戦記念特番」 映像資料リサーチ・収録	
■フジテレビ「めざましテレビ」 技術協力	
■フジテレビ「NEWS EXPRESS リトルリーグワールドトーナメント決勝」 ロケ車両手配	
■日本テレビ「ニュースプラス1 - 介護犬」 技術協力	
■日本テレビ「報道総合学習」 技術協力	

■日本テレビ「ニューヨーク支局報道」 8月技術派遣	
■日本テレビ「第19回全国高等学校クイズ選手権」 フッテージリサーチ	

■NHK BS「NYメッツバレンタイン監督インタビュー」 撮影	
■NHK BS hi「HDTV - JAZZ」 技術協力	

■NHK BS hi「ハイビジョンギャラリーこの素晴しきモノたちカメラ」 リサーチ	
■テレビ朝日「ニュースステーション女子プロライフセーバーの夢」 制作協力	
■テレビ朝日「スクープ - クローン食品」 制作協力	
■毎日放送「世界ウルルン滞在記秋の2時間スペシャル - 松村」 制作協力・撮影	
■TBS 愛の劇場「新・天までとどけ」 演出	
■TBS「世界・ふしぎ発見! - ツタンカーメン」 撮影	
■朝日放送「大脱出・スペシャル」 撮影	
■HKM「NEW YORK STOCK EXCHANGE CF」 セットデザインリサーチ	
■松下電器産業(株)「PANASONIC VILLAGE JAZZ FESTIVAL」 撮影	
■(株)電通「日立VP TELECOM 99 - YES WE HAVE THE ANSWER」 制作協力・撮影	

SEPTEMBER 
■フジテレビ「めざましテレビ」 制作スタッフ派遣・技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ」 中継技術派遣	
■フジテレビ「NEWS EXPRESS - ハリケーンフロイド」 スタジオ技術協力	
■フジテレビ「NY流」 9月演出・撮影・制作協力	
■日本テレビ「ニューヨーク支局報道」 9月技術派遣	
■NHK BS「NEW YORKERS」 技術協力	
■NHK BS「地球に好奇心　- 目指せトップゴルファー」 制作スタッフ派遣	
■NHK「NHK特集インディアンカジノ - FOXBOROUGH」 撮影	
■TBS「金曜テレビの星 - 大追跡・通信販売の謎」 撮影・制作協力	

■TBS「エキスプレス」 中継技術派遣	
■TBS 愛の劇場「新・天までとどけ」 演出	

■テレビ朝日「報道 - クレスベール証券」 撮影	
■朝日放送「驚きももの木20世紀 - 1945年8月15日」 リサーチ	

■朝日放送「得するテレビ/スプラウト食品」 リサーチ・取材・撮影	
■テレビ東京「世界おもしろペット大集合」 技術協力・制作協力	
■テレビ東京「大学改革セミナー」 撮影	
■The Walt Disney Company「ミレニアムプレスイベント」 イベント協力	
■NTT COMMUNICATIONS「国際電話回線記念式典 - マック鈴木」	
　NYビデオコンファレンス 演出・技術協力	
■SME「ブンブンサテライト」 撮影	
■IMAGICA Corp.「JVC NEW WIDE SCREEN TV 店頭デモ用素材」	
　フッテージリサーチ	
■MTV「GLOBAL GROOVES」 日本ロケーションスカウト	

■Kubota Corporation「企業VP」 技術協力	

1999 PROJECT LIST 
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OCTOBER 
■フジテレビ「大統領選挙 - 二ューハンプシャーキャンペーン」 技術協力	
■フジテレビ「NEWS EXPRESS - 日本祭り」 撮影	

■フジテレビ「めざましテレビ」 制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「NY流」 10月演出・制作・撮影	

■フジテレビ「ドラマ - モナリザの微笑」 リサーチ	
■日本テレビ「スーパーTV - ROSEMARY」 リサーチ・セットアップ'ロケハン	

■日本テレビ「ニューヨーク支局報道」 10月技術派遣	
■NHK BS「日曜スペシャル - 21世紀への証言」 撮影・制作協力	
■NHK BS「大リーグ - ワールドシリーズ」 撮影	
■TBS愛の劇場「新・天までとどけ」 編集	
■TBS「BROADCASTER - もののけ姫・ポケモン」 撮影	
■読売テレビ「WAKE UP」 撮影	
■朝日放送「得するテレビ - ストッキング」 リサーチ	
■テレビ朝日「やったる - ロケットマン」 技術協力	
■日本経営合理化協会「NYセミナー」 録音	
■NTT西日本「企業VP」 フッテージリサーチ	
■NBA ENTERTAINMENT「NBA JAPAN GAME PRESS VIDEO」 ナレーション録り	

 
NOVEMBER 
■フジテレビ「奇跡体験! アンビリーバボー - コンスタンチノフ選手インタビュー」	
　コーディネート	
■フジテレビ「めざましテレビ」 制作スタッフ派遣	
■フジテレビ「NY流」 11月演出・制作協力・撮影	
■日本テレビ「ニュースプラス1」 企画・リサーチ・取材・撮影	
■日本テレビ「ニューヨーク支局報道」 11月技術派遣	
■NHK「カウントダウンスペシャル - 2000年の願い 宇宙飛行士と語ろう」 制作協力	
■NHK「ハイビジョン - しし座流星群」 技術協力・制作協力	
■NHK BS「激動の世界経済 - 2000年アメリカ」 制作協力	
■NHK BS「地球白書 - 21世紀へ人類の大改革」 リサーチ・制作協力・撮影	
■TBS「報道特集 - クレスベール証券」 制作協力	

■TBS「スポーツ - 工藤渡米」 技術協力	
■テレビ朝日「ベンチャー達の熱き闘い」 撮影	

■(株)映像設計「レストランインテリア用ニューヨーク夜景」 撮影	
 
DECEMBER 
■フジテレビ「NY流」 12月演出・制作・技術協力	
■日本テレビ「ニューヨーク支局報道」 12月技術派遣	
■NHK「カウントダウンスペシャル - 2000年の願い 宇宙飛行士と語ろう」 制作協力	
■NHK「地球白書 - 21世紀へ人類の大改革」 リサーチ・制作協力	
■テレビ東京「NEWS モーニングサテライト - 個人アド」 技術協力	
■テレビ朝日「ワイドスクランブル」 撮影	
■松下電器産業(株)「CF - PANASONIC 2000年カウントダウン」	
　制作協力・撮影・中継技術	
■日本経営合理化協会「ニューヨークセミナー」 録音	



JANUARY 
■テレビ東京「外で遊ぼう我ら釣仲間 - LARRY NIXON」 制作協力・撮影	
■テレビ東京「NHL - WAYNE GRETSKY INTERVlEW」 撮影	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 1月制作協力	

■テレビ朝日「NEWS STATION - GREENSPAN」 技術協力	
■DirecTV「MOMOチャンネル」 NY素材撮影	

■テレビ大阪「PANASONIC - 名曲物語」 技術協カ	
■TOUCH SCREEN MEDIA GROUP 
　「IBM - NAGANO OLYMPICコンピュータセットアップ」 技術協カ	

■テレシスネットワーク「CYBER PSYCHlC FORTUNE TELLING」 制作協力	
■(株)博報堂「CITIZEN "CITTA"」 広告スチル撮影・制作協力	
 
FEBRUARY 
■フジテレビ「NEWS JAPAN - HARLEM取材」 撮影	
■フジテレビ「料理の鉄人 - 森本鉄人プロフィール」 技術協力	
■テレビ朝日「世界仰天三面記事・PART2」 制作協力・技術協力	

■テレビ朝日「NBA ALL STAR WEEKEND」 制作協力	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 2月制作協カ	

■テレビ東京「春のワンニャンペット大行進」 制作協力・技術協力	
■テレビ東京「たけしの誰でもピカソ」 撮影	

■DirecTV「MOMOチャンネル」 NY素材撮影	
■(株)電通「日本新薬VP」 技術協力・制作協力	

MARCH 
■フジテレビ「SUPER NEWS - WORLD CUP SOCCER JAMAlCA TEAM 取材」	
　技術協力	
■フジテレビ「報道スポーツ - フロリダ取材」 撮影	
■日本テレビ「知ってるつもり」 技術協力	

■日本テレビ「ウッチャンナンチャンのウリナリ」 技術協力	
■NHK「EIGO BUSINESS WORLD」 撮影	

■NHK「クローズアップ現代」 技術協力	
■NHK「土曜スペシャル - 語学バラエティー」 制作協力・撮影	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 3月制作協力	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK - ニューヨーク取材」 撮影・制作協カ	
■朝日放送「驚きももの木20世紀 - ひばり、チエミ、いづみ3人娘」 リサーチ・技術協力	

■DirecTV「MOMOチャンネル」 NY素材撮影	
■テレシスネットワーク「CYBER PSYCHIC FORTUNE TELLING」 制作協力	

■東芝EMI 「The ALFEE LIVE CONCERT STAGE SCREEN VIDEO ORCHESTRA」	
　制作協力・撮影	
■(株)電通「SAP JAPAN "SAPHAIRE98" - コンベンションIN SF」 制作協力・撮影	

 
APRIL 
■フジテレビ「SUPER NEWS/NEWS EXPRESS - NY」 技術協力	
■フジテレビ「めざましテレビ - めざまし調査隊」 リサーチ	

■フジテレビ「めざましテレビ」 制作協力	
■フジテレビ「ナイスディ - 石田純一取材」 撮影	
■テレビ朝日「世界の大富豪とお見合いスペシャル」 制作協力・技術協力	

■テレビ朝日「スーパーモーニング - 石田純一取材」 撮影	
■テレビ朝日「ニュース - CITlBANK」 撮影	

■TBS「姉さん女房」 リサーチ	
■TBS「おはようクジラ」 制作協力	

■The Walt Disney Company「ANIMAL KINGDOM PRESS EVENT」 制作協力	
■日本ヒューレット・パッカード(株) VP「HP WORLD 98」 演出・撮影	
■DirecTV「MOMOチャンネル」 NY素材撮影	

■ベネッセ「小五チャレンジ付録ビデオ - ドキドキENGLISH WORLD」 制作協力	
■「YO IZUMl - PROMOTION VIDEO」 制作協力・撮影	
 
MAY 
■フジテレビ「スポーツニュース - MIKE PIAZZA TRADE 取材」 撮影	

■フジテレビ「ビッグトゥデイ - WORLD PREMIER OF GODZILLA」 制作協力・撮影	
■NHK「EIGO BUSINESS WORLD」 撮影	

■NHK「NHKスペシャル - 米中関係」 技術協力	
■NHK「BUSlNESS WORLD」 技術協力	
■テレビ朝日「真相究明うわさのファイル」 撮影・制作協力	
■テレビ朝日「スペシャルな午後 - 松坂慶子の知られざるテーマパーク」 撮影	
■テレビ朝日「素敵な宇宙船地球号 - 221年ぶりセミ大発生」 ロケ協力	

■テレビ朝日「NEWS - WlNE AUCTION」 撮影	
■TBS「神々のうた - カブトガニ」 技術協力	

■DirecTV「MOMOチャンネル」 NY素材撮影	
■福島テレビ「35周年特別番組」 技術協力	
■東宝(株)「WORLD PREMlER OF GODZILLA PRESS EVENT」 撮影	

■(株)電通「KYOTO INTERNATI0NAL STUDENT MUSIC FESTIVAL 98」 イベント協力	
■「E3 ATLANTA - 64 MARIO STADIUM」 撮影	
 
JUNE 
■フジテレビ「めざましテレビ」 技術協力	

■フジテレビ「NY語」 演出	
■NHK「EIGO BUSINESS WORLD」 制作協力・撮影	

■NHK「ALFEE NEW YORK CONCERT 取材」 撮影	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK - NBA FINALS 98」 制作協力・撮影	
■テレビ朝日「世界仰天三面記事 PART 3」 リサーチ	
■テレビ朝日「真相究明噂のファイル - ガーリック」 リサーチ	
■COLUMBIA PICTURES「MEMOIRES OF A GEISHA」 NYオーディション・コーディネート	

■DirecTV「MOMOチャンネル」 NY素材撮影	
■テレビ新広島「スペシャル番組 - 広島」 技術協力	

■SONY Corporation「SONY JOG DIALTELEPHONE VP」 演出・撮影	

■朝日放送「驚きももの木20世紀 - ロバートキャパ」 技術協力	
■朝日放送「スポーツ・ドキュメント キラリ - 電撃の20メートル～鯨井保年の挑戦～」	
　撮影	
■朝日放送「アタック25 - WALT DISNEY WORLD」 制作協力	

■テレビ朝日「世界仰天三面記事 PART3」 制作協カ・技術協力	
■テレシスネットワーク「CYBER PSYCHIC FORTUNE TELLING」 制作協力	

■DirecTV「MOMOチャンネル」 NY素材撮影	
 
SEPTEMBER 
■フジテレビ「ニュース取材 - 北朝鮮問題」 撮影	
■フジテレビ「めざましテレビ 」技術協力	
■フジテレビ「おとこのこ・おんなのこ」 撮影	

■フジテレビ「愛の科学」 撮影	
■フジテレビ「FCI GOLF COMPETITION」 撮影	

■フジテレビ「街の灯り - BOSTON」 制作協カ	
■フジテレビ「NEWS EXPRESS - NY KARATE」 撮影	
■日本テレビ「特命リサーチ200X」 撮影	

■NHK「NEWS - HEDGE FUND」 撮影	
■NHK「NEWS - 北朝鮮問題」 技術協カ	

■NHK「EIGO BUSINESS WORLD」 撮影	
■テレビ愛知「まるごと!WALT DISNEY WORLD - DISNEY ANA」 撮影・制作協力	
■TEARS MUSlC Co,.Ltd.「HAKUEI 写真集」 制作協力	

■DirecTV「MOMOチャンネル」 NY素材撮影	
■(株)博報堂「JT "CASTER"」 広告スチルフォトグラファー・リサーチ	

OCTOBER 
■フジテレビ「NY語」 演出	
■NHK「放送大学 - 都市空間」 撮影	
■NHK「NEWS - デジタル放送開始」 撮影	

■NHK「宝塚85周年記念番組 - TOMMY TUNEインタビュー」 撮影	
■NHK「EIGO BUSlNESS WORLD」 撮影	

■NHK「クローズアップ現代 - 珊瑚白化現象の謎を追う」 制作協力	
■NHK BS hi「地球の街角 - サークルスクール」 撮影	
■TBS「さんまのイメージ大検証」 撮影	

■TBS「お笑い劇場 - おさむクラブ」 演出・撮影	
■WOWOW「DlSNEY ANIMAL KINGDOM SPECIAL」 制作協力	

■WOWOW「WALT DlSNEY WORLD ミニ特番」 制作協力	
■(株)電通「テーマレストラン視察」 アレンジメント・リサーチ	
■DirecTV「MOMOチャンネル」 NY素材撮影	

■WANI BOOKS CO., LTD．「GLAY 写真集」 10月制作協力・技術協力	

NOVEMBER 
■フジテレビ「NY語」 演出	
■フジテレビ「めざましテレビ」 技術協力	
■フジテレビ「二都・ー夜深夜徘徊裏ツアー・NY - 渡辺満理奈」 制作協力・技術協力	

■フジテレビ「SOUTHERN WAVE - キューバービデオパッケージ」 撮影・技術協力	
■日本テレビ「皇室日記 - 高円宮妃殿下 IN NEW YORK」 制作協力・撮影	

■NHK「EIGO BUSINESS WORLD」 撮影	
■NHK BS「CMJ」 技術協力	
■テレビ朝日「世界仰天三面記事 PART 4」 制作協力・技術協カ	

■TBS「鈴木保奈美 NY発ミュージカル・シカゴ徹底取材!」 制作協力・技術協力	
■朝日放送「クリスマススペシャル - 聖夜はマジカル」 制作協力	

■毎日放送「情熱大陸 - 森本正治」 制作協力・技術協力	
■DirecTV「MOMOチャンネル」 NY素材撮影	
■UNLIMITED RECORDS「GLAY シングルCD ジャケット」 制作協力・技術協力	

■WANI BOOKS CO., LTD.「GLAY 写真集」 11月制作協カ・技術協力	

DECEMBER 
■フジテレビ「TIFFANY FEATURED STORY」 演出	
■フジテレビ「NY語」 演出	
■DirecTV「MOMOチャンネル」 NY素材撮影	

■アドエー社「PANASONlC - 原宿アストロ年末企画 - NY生中継」	
　制作協力・中継技術派遣	

■WANI BOOKS CO., LTD．	
■「GLAY 写真集」 12月制作協力・技術協力	
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JULY 
■フジテレビ「NY語」 演出	
■フジテレビ「奇跡体験!アンビリーバボー」 撮影	

■日本テレビ「スーパーテレビジョン - これが幻のお宝伝説」 リサーチ	
■NHK「NEWS - YANKEES取材」 技術協力	
■NHK「ALFEE NEW YORK CONCERT LIVE」 技術協力	
■テレビ朝日「タイタニック」 撮影・技術協力	
■テレビ東京「ペット」 企画リサーチ	

■DirecTV「MOMOチャンネル」 NY素材撮影	
■EIGHT DAYS Co,Ltd.「THE ALFEE - TOKYO ONE NlGHT DREAM」 制作協カ・撮影	

■RKB「青春のアメリカ音楽紀行」 制作協力・撮影	
■TEARS MUSIC Co,.Ltd.「BAISER MUSIC VIDEO」 制作協力	
■「AYUMl SAKURAl CDジャケット」 スチル撮影・制作協カ	

 
AUGUST 
■フジテレビ「ナイスデイ - 独占! NY密着 小柳ルミ子新パートナーは30歳のピーター!」	
　制作協力・撮影	
■フジテレビ「プロ野球ニュース」 技術協力	
■NHK BS hi/NHK ENTERPRISES AMERlCA「地球の街角 - 嵐を追う男」	

　制作協力・技術協力	
■NHK BS hi/NHK ENTERPRISES AMERlCA「ハイビジョンニュース」 制作協力・技術	
■NHK BS「MR.BEAN SPECIAL」 リサーチ	

■NHK「おはよう日本」 技術協カ	



JANUARY 
■大阪ガス(株)「五嶋みどり奨励賞」 制作協力	
■テレビ朝日「ニュースステーション - タンゴ」 撮影	

■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 1月分制作協力	

FEBRUARY 
■フジテレビ「なるほど・ザ・ワールド・リターン」 制作協力	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK SPECIAL」 制作協力	
■テレビ朝日「NBA ALL STAR WEEKEND」 制作協力	
■テレビ朝日「スーパーJチャンネル」 撮影	
■テレビ朝日「ザ・スクープ - 北朝鮮」 機材レンタル	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 2月分制作協力	
■TBS「DJ HONDA SPECIAL」 撮影	

MARCH 
■日本テレビ「異人達の食卓」 制作協力・撮影	
■テレビ朝日「スーパーJチャンネル」 撮影	
■テレビ朝日「スーパーモーニング」 撮影	
■テレビ朝日「素敵な宇宙船地球号」 撮影	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 3月分制作協力	
■テレビ朝日「たけしの万物創世紀 - バイオテクノロジー」 ロケ協力	

■朝日放送「ATTACK 25 - WALT DlSNEY WORLD SPECIAL」 制作協力・技術協力	
■テレビ東京「TV CHAMPION - 世界美容師さん選手権」 制作協力・技術協力	

■TBS「DISNEY WORLD SPECIAL 
　女の子だけで行くウォルトディズニーワールド4泊6日ツアー」 制作協力	

■SONY PICTURES ENTERTAlNMENT「DEVlL'S OWN PREMIER」 撮影	
■IMAGICA MEDIA INC.「DVD CHlC LIVE IN JAPAN」 制作協力	
■テルシスネットワーク「米国マーケットリサーチ」 リサーチ	

■CROSSROADS VP「ユナイテッド航空 (日本国内ロケ)」 制作協力・撮影	
 
APRIL 
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 4月分制作協力	
■テレビ朝日「ニュースステーション (ボストンマラソン)」 撮影	
■テレビ朝日「ワイドスクランブル」 撮影	
■日本テレビ「日曜スペシャル ウォルトディズニーワールド "DREAMカミセンツアー"」	
　制作協力・技術協力	

■日本テレビ映像センター「WHAT'S HONEBUTO JYUTAKU」 制作協力・撮影	
■TBS「世界ウルルン滞在記 (100回記念スペシャル)」 "4PM" ゲストアレンジメント	

■テレビ東京「日本ニュース (NEWS FOOTAGE)」 リサーチ	
■神戸ハーバーサーカス「インラインバスケットボール」 イベント企画・リサーチ	

MAY 
■テレビ朝日「スーパーJチャンネル - 伊良部・DAVID CONE」 撮影	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 5月制作協力	
■テレビ朝日「ニュースステーション - 生中継 大リーガー柏田」 技術協力	
■テレビ朝日「スーパーモーニング」 撮影	
■テレビ東京「ひらめき研究所」 撮影	
■TEARS MUSlC/PIONEER LDC「PENICILLIN」	
　プロモーションビデオ制作協力・撮影(16mm) 
■(株)ローム「KYOTO INTERNATIONAL STUDENT MUSlC FESTIVAL 1997」	
　イベント協力	

JUNE 
■フジテレビ「目ざましテレビ」 技術協力	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 6月分制作協力	
■テレビ朝日「スーパーモーニング (ダイアナ妃オークション)」 撮影	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK - NBA FINAL」 制作協力	
■日本テレビ「知ってるつもり?!」 技術協力	
■日本テレビ「DOWNTOWN DX」 リサーチ	
■TBS「神々のいたずら (ネアンデルタール人)」 技術協力	
■SKY PerfecTV!「レンズ越しのモノローグ (Y.長崎)」 制作協力・技術協力	

■SKY PerfecTV!「レンズ越しのモノローグ (メグ・丸山)」 制作協力・技術協力	
■朝日放送「驚きももの木20世紀」 企画リサーチ	

JULY 
■フジテレビ「ニュースJAPAN - 雪玉」 撮影	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 7月分制作協力	
■テレビ朝日「精神障害者スペシャル」 技術協力	
■テレビ朝日「スーパーモーニング - ベルサーチ」 撮影	
■テレビ東京「テレビチャンピヨン - ネーサンズ・ホットドックコンテスト」	
　制作協カ・技術協力	
■日本テレビ「所さんの目がテン! - 夏休みスペシャル・カナダ」 撮影・制作協力	
■日本テレビ「ネーチャリングスペシャル - カブトガニ」 制作協力・技術協力	
■ユーシーカード(株) CF「UCカード - 海外出張篇(15")」 制作協力・技術協力	
■SONETTE CO.「ゴルフレッスンビデオ」 撮影	
■SONETTE CO.「YUKA IN U.S.A.」 英会話ビデオ制作協力・撮影	
■IMAGlCA MEDIA CO.「STOCK FOOTAGE」 リサーチ	

SEPTEMBER 
■フジテレビ「目ざましテレビ!」 技術協カ	
■フジテレビ「ニュースJAPAN - DJ」 撮影	
■日本テレビ「さんまの名前不思議物語パート3」 技術協力	
■朝日放送「朝だ! 生です旅サラダ - 大沢逸見 in NY」 制作協カ・撮影	
■朝日放送「驚きももの木20世紀 - 神谷美恵子」 制作協力・撮影	
■毎日放送「ピアノに燃えた夏 - 大西順子の風景」 制作協力・撮影	
■NHK「兵藤ゆき アメリカ感動ファミリー」 技術協力	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 9月分制作協力	
■TBS「お笑い劇場」 制作協力	
■テレビ愛知「まるごと!ウォルトディズ二一ワールド」 撮影・制作協カ	
■キングレコード(株)西脇唯"いつもひつつしか傘はいらなかった"CDジャケット	
　制作協力	
■東京書籍(株)「Hello,there! Oral Communication」	
　英語教材ビデオ撮影及び制作協力	
■(株)電通テック「TOKYO MOTOR SHOW '97 TOYOTA CENTER STAGE」	
　HDTV制作協カ・撮影	

OCTOBER 
■フジテレビ「目ざましテレビ!」 技術協力	
■フジテレビ「物食う世界の超人伝 (NY SUPER MODEL)」 撮影	
■テレビ東京「EVERYONE SAYS I LOVE YOU」 撮影	
■テレビ東京「選ばれし者たちの人生賛歌 - あるハンセン病患者夫婦の30年」	
　制作協力・撮影	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 10月制作協力	
■テレビ朝日「世界の仰天3面記事」 制作協力・撮影	
■福島テレビ「30周年記念番組」 技術協力	

■"新井英一 in NY" 技術協力	
 
NOVEMBER 
■フジテレビ「エミー賞」 撮影	
■フジテレビ「ニュース - 山一証券倒産」 撮影	
■フジテレビ「目ざましテレビ!」 技術協力	
■フジテレビ「人類みな兄弟スペシャル-2」 リサーチ	

■NHK「名曲物語」 技術協力	
■NHK「アジアンバブル」 技術協力	
■NHK「ニュース - イラク問題」 撮影	
■NHK「ニュース 4者会談 in NY」 撮影	
■NHK「夢用絵の具」 技術協力	
■NHK「ウエイ・ジンシェング記者会見」 撮影	
■テレビ朝日「ザ・スクープ - 統一教会」 撮影	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 11月分制作協力	
■日本テレビ「ザ・サンデー - 統一教会」 撮影	
■朝日放送「特番 ドラマ "ああニューヨーク" メーキング」 技術協力	
■大阪ガス(株)「アーバン・エナジー・システム・フェアー」 撮影・編集協力	
■日清製粉株式会社 VP撮影	
■朝日ニュースター「ビデオジャーナリズム・アメリカツアー」 制作協力	

DECEMBER 
■フジテレビ「街のあかり」 技術協力	
■(株)東京デジタルフォン「J-PHONE STORY "疾走"NYロケ」 制作協力・技術協力	
■テレビ東京「世界を変えた日本のマエストロ」 制作協力	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 12月制作協カ	
■松下電工(株) VP撮影	
■野村讃券 VP (企業PRセンター) 撮影	
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AUGUST 
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 8月分制作協力	

■テレビ朝日「ザ・スクープ - FDA」 撮影	
■テレビ朝日「WNBA FINAL/NBA FAST BREAK」 制作協力	
■日本テレビ「特報王国」 撮影	
■テレビ東京「開運何でも鑑定団 - ニューヨーク出張篇」 制作協力・技術協力	
■テレシスネットワーク ライターアレンジメント	
■大日本印刷株式会社 衛星チャンネル企画リサーチ	
■SONY MUSIC ENTERTAINMENT「郷ひろみ」 VP実景撮影	
■伊藤忠(株)「社内VP」 技術協力	



JANUARY 
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」制作協力1月	
■日本テレビ「SUPER TV」撮影	
■東芝イーエムアイ(株) 小沢健ニコンサート打ち合わせ協力	
■松竹(株)「大統領のクリスマスツリー - 冬編」 ラインプロデュース	

■B'Z コンサート「LOOSE」 用映画制作ロケハン	
 
FEBRUARY 
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 制作協力	
■テレビ朝日「NBA ALL STAR GAME」 取材	
■日本テレビ「JT SUPER PRODUCERS 96」 制作協力・撮影	
■BENESSE CORPORATION 「英会話VIDEO」制作協力・撮影	

■香水亮「CD-ROM写真集」 制作協力	

■B'Zコンサート「LOOSE」用映画制作協力	

MARCH 
■NHK「NEWS」 撮影協力	
■NHK「日米フィルム戦争」 撮影	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 制作協力	
■JR西日本 CF 企画リサーチ	
■ローム(株)「KYOTO INTERNATIONAL STUDENT MUSIC FESTIVAL 1996」	

　通訳・コーディネート	

 
APRIL 
■日本テレビ「JT SUPER PRODUCERS 96」 制作協力・撮影	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 制作協力	
■テレビ東京「ペット」 取材	
■TEARS MUSlC/PIONEER LDC「PENICILLIN PV」 制作協力・撮影	

■大阪ガス(株)「五嶋みどり」 撮影	
 
MAY 
■TBS「金曜テレビの星、ザ・ショック」 制作協力・撮影	
■TBS「世界ウルルン滞在記」 企画リサーチ	

■ABC「天使の仮面スペシャル (アラスカ)」 制作協力・撮影	
■NHK「NHKスペシャル 津波学会」 撮影	

■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 制作協力	
 
JUNE 
■ABC「天使の仮面スペシャル (アラスカ)」 制作協力・撮影	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 制作協力	
■テレビ朝日「NBA FINAL」 取材	

■NHK BS「BUD GREENSPAN」 撮影	
■(株)西友 CF「THE MALL シャウト編(15")」 制作協力・撮影	

■WALT DISNEY ATTRACTION「NY PRESS PARTY」 プロデュース	
 
JULY 
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 制作協力7月	
■TBS「世界ウルルン滞在記 - アカペラ/4PM」 制作協力・撮影	
■NHK「NEWS - TWA CRASH」 撮影	
■Victor Entertainment Inc. 林田健司PV「MELON」 制作協力・撮影	
■電通社内詰用「IR」 取材協力	
■CF企画リサーチ「関西デジタルフォン」	
■イベント企画リサーチ 「CINEMATRIX」	

 
AUGUST 
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 制作協力8月	

■DirecTV CF「メーキングビデオ」 撮影協力	
■松下電工(株)「DVDソフト」 撮影	

■東京書籍(株)「NEW HORIZON」 教材ビデオ制作協力・撮影	
 
SEPTEMBER 
■テレビ朝日「27時間テレビ」 企画リサーチ	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 制作協力9月	
■テレビ朝日「サンデープロジェクト」 撮影	
■テレビ朝日「スーパーモーニング」 撮影	
■TBS「世界ウルルン滞在記 -ドッグトレーナー」 制作協力・撮影	
■東京書籍(株) 「NEW HORIZON」 教材ビデオ制作協力・撮影	
■株式会社パルコ CF企画リサーチ	
 
OCTOBER 
■テレビ朝日「ニュースステーション - ジョージ・ウィンストン」 撮影	
■テレビ朝日「ニュース」 報道コーディネート	

■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 制作協力10月	
■テレビ朝日「NBA JAPAN GAME 96」 事前取材	
■フジテレビ「スーパータイム」 報道コーディネート	
■フジテレビ「私のストリート」 制作協力・撮影	
■TBS「ニュースの森・おはようクジラ」 報道コーディネート	
■テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」 報道コーディネート	
■NHK教育「聖書の大地」 撮影	
■The Walt Disney Company「WDW25周年イベント」 イベント協力	

■東芝イーエムアイ(株)「大貫妙子ミュージックビデオ」 制作協力	
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NOVEMBER 
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 制作協力11月	

■テレビ朝日「NBA JAPAN GAME 96 中継」 制作協力	
■テレビ朝日「テレビショッピング」 コーディネート・撮影	
■NHK「クローズアップ現代」 撮影協力	

■SONY Corporation「郷ひろみプロモーションビデオ」 制作協力・撮影	
 

DECEMBER 
■テレビ東京「TV CHAMPION」 コーディネート	
■テレビ東京「NTT SPECIAL-コミュニケーションサバイバル」 制作協力・撮影	
■テレビ朝日「NBA FAST BREAK」 制作協力12月	
■TBS「名作の風景スペシャル」 制作協力	
■日本テレビ「スーパーテレビスペシャル 97」 コーディネート・撮影	


