
実施年度 事業名 実施場所 主催 業務内容

昭和４８ みどりや大西部ノミの市 東京都渋谷道玄坂 みどりや渋谷店 企画制作
大西部インディアンまつり 福島県二本松市 えびす高原牧場 企画制作
アンデルセンジャンボ紙芝居 関東全域西友ストアー 西友ストアー 企画制作

昭和４９ 千代田桜まつり 千代田区内周辺 千代田区 企画制作
おしどりシャツ新作発表展示会 錦糸町ロッテ会館 おしどりシャツ 企画制作
夏休み子供フェスティバル 宇都宮市市街地 宇都宮商店連合会 企画制作
年忘れファミリーフェアー 錦糸町ロッテ会館 城東ライオンズクラブ 企画制作

昭和５０ 幼児教育フェアー 中央区晴海見本市会場 幼児教育フェアー実行委員会 企画制作補助
人力車で初詣 渋谷区明治通り 西武渋谷店 企画制作
多摩川園「日本昔ばなし展」 世田谷多摩川園 多摩川園 企画制作
夏休み子供フェアー 広島県三次市 三次ショッピングセンター 企画制作
歌謡ショー「ペドロ＆カプリシャス」 栃木市民会館 栃木市青年会議所 企画制作
「びっくりバーゲン」展示即売 豊島区ハタスポーツプラザ ハタスポーツプラザ 企画制作

昭和５１ 初詣「江戸民芸展」 文京区後楽園 後楽園 企画制作
港まつりウエスタンパレード 横浜市街地 港祭実行委員会 企画制作
時代婚礼衣裳の歩み 錦糸町ロッテ会館 ロッテ会館 企画制作
緑と太陽と芸術のファミリーフェア 群馬県草津高原 草津クールパーク 企画制作
フォークフェスティバル 同上 同上 企画制作

昭和５２ 日本昔ばなし「桃太郎ショー」 全国各地 自主制作 企画制作運営
昭和５３ ヤックスクリーンフーズフェア 千葉市グランドホテル ヤックス 企画制作運営

千葉親子三代夏祭り 千葉市市街地 千葉市を美しくする会 企画制作
草加市民まつり 埼玉県草加市市街地 草加市 企画制作
ニチイ百貨店オープニングイベント 横浜市横浜ニチイ ニチイ百貨店 企画構成演出
近旅連全国大会 広島グランドホテル 近畿日本ツーリスト 企画制作

昭和５４ 全旅連青年部結成１０周年記念大会 ホテルグランドパレス 全旅連青年部 企画制作
秦野市「米倉丹後守大名行列」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画制作
大宮花火大会「市民の集い」 埼玉県大宮市民球場 大宮市 企画制作運営
戸倉上山田善光寺御開帳記念イベント 長野県上山田市街地 戸倉上山田温泉組合 企画制作
資生堂「四季のファンタジー」 都ホテル東京 資生堂 企画構成演出
新宿区「商業観光まつり」 新宿区区内各所 新宿商業観光まつり実行委員会 企画構成演出
ＳＳ製薬街頭キャンペーン 渋谷区公園通り ＳＳ製薬 企画構成演出

昭和５５ 秦野市「米倉丹後守大名行列」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画制作
丘の上プラザオープニングイベント 多摩市多摩センター 丘の上プラザ 企画構成演出
流山市民まつり「武者行列」 千葉県流山市市街地 流山市 企画構成演出
新宿区「商業観光まつり」 新宿区区内各所 新宿商業観光まつり実行委員会 企画構成演出
新製品発表記念パーティ 品川プリンスホテル 日清食品 企画構成演出
旭川開基９０周年記念祭事「時代絵巻」 北海道旭川市市街地 旭川市 企画制作
近旅連エンターテイメントフェア 都ホテル東京 近畿日本ツーリスト 企画制作

昭和５６ 人力車で初詣 千葉県船橋市市街地 西武百貨店船橋店 企画制作運営
まるやま廿執念式典・懇親会 品川ホテルパシフィック まるやま 企画構成演出
横浜港まつり「シーザーとクレオパトラ」 横浜市市街地 横浜崎陽軒 企画構成演出
松戸市民まつり「大名行列」 千葉県松戸市市街地 松戸市 企画制作
秦野市「米倉丹後守大名行列」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画制作
ＴＢＳラジオ開局３０周年イベント 後楽園球場 ＴＢＳラジオ 製作運営補助

昭和５７ きものフェスティバル 新宿京王プラザホテル きもの教育センター 企画制作
横浜港まつり「アラジンと魔法のランプ」 横浜市市街地 港祭り実行委員会 企画制作
上山城落成記念大名行列 上山市市街地 上山市観光協会 企画構成演出
秦野市「米倉丹後守大名行列」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画制作
農中金記念パーティショー ホテルニューオータニ 農協中央金庫 企画構成演出
士別市「大名行列」 北海道士別市市街地 士別市 企画制作
プラス新製品発表展示会「ＶＯＩＣＥ誕生」 港区ハナモリエビル プラス 企画構成演出
若葉台ショッピングプラザ記念イベント 横浜市若葉台 若葉台ショッピングプラザ 企画構成演出

昭和５８ 岩槻市人形まつり「人形パレード」 埼玉県岩槻市市街地 岩槻市人形組合 企画制作補
後楽園春まつり 文京区後楽園球場 後楽園 企画制作運営
行政改革推進委員会「式典」 代々木公園Ｂ地区 行政改革推進委員会 進行制作補助
上山市大名行列 上山市市街地 上山市観光協会 企画構成演出
日京まつり大江戸道中絵巻 中央区日本橋通り 日京まつり実行委員会 企画構成演出
ほくさん販売店大会 品川プリンスホテル ほくさん 企画構成演出
浪江サンプラザ「ペルー展」 福島県浪江町サンプラザ 浪江町サンプラザ 企画制作運営
秦野市「米倉丹後守大名行列」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画制作

昭和５９ 市田「和風風俗展・おしん」 中央区銀座 市田 企画制作運営
きものレセプション 新宿京王プラザ きもの教育センター 企画制作運営
日専連全国大会・民俗芸能パレード 岩手県盛岡市市街地 日専連 制作運営補助
上山市大名行列 上山市市街地 上山市観光協会 企画構成演出
秦野市「米倉丹後守大名行列」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画制作
藤和不動産「すずかけキャンペーン」 東京都町田市すずかけ台 藤和不動産 進行制作補助
天橋立「文殊出船祭り」 京都府宮津市天橋立 天橋立観光協会 企画制作運営
文京区ふるさとまつり 後楽園球場 文京区 企画制作運営
秋田よろい武者祭り 秋田県秋田市市街地 秋田市 企画制作運営
前沢大名行列 岩手県前沢町市街地 岩手県前沢町 企画構成演出
日京まつり子供奴・娘奴行列 中央区日本橋通り 日京まつり実行委員会 企画構成演出

昭和６０ 大宮まつり「雛人形パレード」 埼玉県大宮市市街地 岩槻市人形組合 制作運営補助
上山市大名行列 上山市市街地 上山市観光協会 企画構成演出
川崎日光ホテル・イズ 川崎日航ホテル・イズ 川崎日航ホテル・イズ 企画構成演出
秦野市「米倉丹後守大名行列」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画制作
インターナショナルビューティＥＸＰＯ 品川プリンスホテル ビューティＥＸＰＯ実行委員会 企画構成演出
春秋苑盆踊り大会 川崎生田春秋苑 川崎生田春秋苑 企画構成演出
天橋立「文殊出船祭り」 京都府宮津市天橋立 天橋立観光協会 企画制作運営
宮津・金引きの滝「火まつり」 京都府宮津市滝場 宮津観光協会 企画制作運営
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神戸製鋼「社員懇親運動会」 埼玉県浦和市 神戸製鋼 企画構成演出
高崎ふるさと祭り「時代風俗絵巻」 群馬県高崎市市街地 高崎市 企画構成演出
原田会「結成２０周年パーティ」 新宿京王プラザホテル 原田会 企画構成演出
寒河江まつり 山形県寒河江市市街地 寒河江市 企画構成演出
日京まつり英国中世騎士パレード 中央区日本橋通り 日京まつり実行委員会 企画構成演出
サンドラッグ社員懇親パーティ 東京ヒルトンホテル サンドラッグ 企画制作
松井東夫引退記念イベント 新宿センチュリーハイアットハルオインターナショナル 企画制作
原田直之コロンビア移籍記念イベント 新宿京王プラザホテル 原田音楽事務所 構成演出進行

昭和６１ 西武「人力車で初詣」 渋谷区市街地 西武百貨店渋谷店 企画制作進行
三越中央ホール「コリンズコンサート」 三越日本橋店中央ホール 三越日本橋店 企画制作
上山市全国駕籠かき駅伝競走大会 上山市市街地 上山市観光協会 企画立案指導
上山市大名行列 上山市市街地 上山市観光協会 企画制作
秦野市「米倉丹後守大名行列」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画制作
蒲郡市「藤原俊成卿時代行列」 蒲郡市市街地 蒲郡市商工会議所 企画制作
文京区ふるさとまつり 東京都文京区市街地 文京区 企画制作
宮津・天橋立「文殊出船祭り」 京都府宮津市天橋立 宮津市観光協会 企画構成演出
ヘルシー埼玉２１県民運動万人集会 埼玉県上尾市陸上競技場 埼玉県 制作運営補助
日京まつり「子供奴行列」 東京都中央区日本橋通り 日京まつり実行委員会 企画構成演出
共立女子学園創立百周年記念祭 東京都千代田区神保校舎 共立女子学園 企画制作運営
ＪＥＰＣ設立記念フォーラム 千代田区クラブ関東 日本イベントプロデュース協会 企画制作運営

昭和６２ 西武百貨店「七福神」 東京都池袋西武百貨店 西武百貨店 企画制作運営
三越中央ホール「ジョイントコンサート」 三越日本橋店 三越日本橋店 企画制作運営
武蔵坊弁慶熊野水軍出陣八百年祭 和歌山県田辺市街地 田辺市商工会議所 企画構成演出
辰野蛍祭りコンサート 長野県辰野町祭り会場 辰野町ほたる祭り実行委員会 企画制作
秦野市「米倉丹後守大名行列」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画制作
あざみ野「星空コンサート」 神奈川県川崎市あざみ野 あざみ野ゴルフクラブ 進行制作補助
宮津・天橋立「文殊出船祭り」 京都府宮津市天橋立 宮津市観光協会 企画構成演出
渋川へそ祭り 群馬県渋川市街地 渋川市商工会議所 企画構成演出
一乗谷戦国風俗祭り 福井県一乗谷遺跡 一乗谷朝倉遺跡保存会 企画構成演出
秦野市「たばこ祭り」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画構成演出
松戸市民まつり「大名行列」 千葉県松戸市街地 松戸市 企画制作運営
サンドラッグ社員懇親パーティ 東京都東京ヒルトンホテル サンドラッグ 企画制作運営
吉祥寺フェスティバル 東京都武蔵野市吉祥寺駅前 武蔵野市商工会議所 企画制作運営

昭和６３ 西武百貨店「人力車で初詣」 関東地区西武百貨店各店 西武百貨店 企画制作運営
三越中央ホール「こども獅子舞」 三越日本橋店 三越日本橋店 企画制作運営
田辺市弁慶祭り 和歌山県田辺市街地 田辺市商工会議所 企画制作運営
ホームセンターフェア 東京・千葉各地 ホームセンターフェア実行委員会 制作補助
秦野市「米倉丹後守大名行列」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画制作運営
文京区ふるさとまつり 東京都文京区市街地 文京区 企画制作運営
宮津・天橋立「文殊出船祭り」 京都府宮津市天橋立 宮津市観光協会 企画構成演出
ブライダルショー四季の装い」 静岡県ホテル御殿場館 ホテル御殿場館 企画構成演出
秦野市「たばこ祭り」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画構成演出
日京まつり「こども奴行列」 東京都日本橋大通 日京まつり実行委員会 企画構成演出
サンドラッグ社員懇親パーティ 東京都吉祥寺第一ホテル サンドラッグ 企画制作運営

平成１ 西武百貨店「人力車で初詣」 神奈川県川崎市市街地 西武百貨店 企画演出
三越中央ホール「琴の連弾」 三越百貨店日本橋店 三越日本橋店 企画制作
田辺市弁慶祭り 和歌山県田辺市街地 田辺市商工会議所 企画制作
秦野市「米倉端午守大名行列」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画制作運営
ポンポコ山タヌキの夏祭り 秋田県峰浜村イベント広場 峰浜村 企画構成演出
ブライダルショー新二人物語」 静岡県ホテル御殿場館 ホテル御殿場館 企画構成演出
秦野市「たばこ祭り」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画構成演出
弘前市市制１００周年記念事業 青森県弘前市市街地 弘前市 企画構成演出
寒河江まつり 山形県寒河江市市街地 寒河江市 企画構成演出
江戸開府４００年歴史絵巻行列 東京都日本橋大通 日京まつり実行委員会 企画制作運営
松戸市民まつり「大名行列」 千葉県松戸市市街地 松戸市 企画構成演出
佐々成政時代絵巻 富山県大山町 大山町 企画構成演出
サンドラッグ社員懇親パーティ 東京ヒルトンホテル サンドラッグ 企画制作

平成２ 秦野市「こども大名行列」 神奈川県秦野市市街地 秦野市 企画構成演出
桶狭間古戦場まつり 愛知県豊明市古戦場跡 豊明市 企画構成演出
寒河江まつり 山形県寒河江市市街地 寒河江市 企画構成演出
日本橋「こども奴行列」 中央区日本橋大通 日京まつり実行委員会 企画構成演出
江戸開府４００年記念パレード 中央区日本橋大通 中央区 企画制作
サンドラッグ社員懇親パーティ 東京ヒルトンホテル サンドラッグ 企画制作

平成３ 吠えろ！初日の出サンライズ９１ 千葉県銚子市犬吠岬広場 銚子電鉄 企画構成演出
桶狭間古戦場まつり 愛知県豊明市古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画構成演出
ウォーターフェスティバル「八郎湖物語」 秋田県八郎湖湖上ステージ 八郎潟町 企画制作
奥琵琶湖水運まつり 滋賀県西浅井琵琶湖湖上 西浅井町 企画制作
丸増創立４５周年記念事業 東京ベイヒルトンホテル 丸増ベニヤ 企画制作
松前町「松前城下まつり」 北海道松前町市街地 松前町 企画構成演出
笠間まつり 茨城県笠間市市街地 笠間市 企画構成演出
サンドラッグ社員懇親パーティ 東京ヒルトンホテル サンドラッグ 企画制作
清洲城戦国まつり「信長公一代記」 愛知県清洲町城下 清洲町 企画構成演出
日本橋「こども奴行列」 中央区日本橋大通 日京まつり実行委員会 企画構成演出
田辺市弁慶祭り 和歌山県田辺市街地 田辺市商工会議所 企画構成演出
ファイザー製薬懇親パーティ 東京港区国際館パミール ファイザー製薬 企画制作
サンドラッグ「新年パーティー」 東京センチュリーハイアットサンドラッグ 企画制作
協和企画「新年パーティ」 千代田区パレスホテル 協和企画 企画制作
桶狭間古戦場まつり 愛知県豊明市古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画構成演出
ウォーターフェスティバル「八郎湖物語」 秋田県八郎湖湖上ステージ 八郎潟町 企画構成演出

平成４ 原田直之芸能生活３０周年記念事業 東京池袋サンシャインホテル原田直之音楽事務所 企画構成演出
木更津市制５０周年記念事業 千葉県木更津市潮浜公園 木更津市 企画制作
寒河江まつり 山形県寒河江市市街地 寒河江市 構成演出進行
笠間まつり 茨城県笠間市市街地 笠間市 構成演出進行



川越こども時代行列・寸劇 埼玉県川越市市街地 川越市 構成演出進行
サンドラッグ懇親パーティ 東京ヒルトンホテル サンドラッグ 企画制作
清洲城戦国まつり「信長公一代記」 愛知県清洲町城下 清洲町 企画構成演出
佐渡順徳天皇環幸行列 新潟県真野町 真野町 企画構成演出
ファイザー製薬特約店会議 東京センチュリーハイアットファイザー製薬 企画制作

平成５ 近旅連エンターテイメントフェスティバル 都ホテル東京 近畿日本ツーリスト協定旅館連盟 企画制作
桶狭間古戦場まつり 愛知県豊明市古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画構成演出
サンガーデンブライダルショー 千葉サンガーデン ホテルサンガーデン 企画構成演出
松戸市制５０周年記念式典 千葉県松戸市 松戸市 進行制作補助
サマーフェスティバル・イン・ひろの 福島県広野町総合公園 広野町 企画制作
路上ミュージカル「一日市昔っこ物語」 秋田県八郎潟町市街地 八郎潟町 企画制作
春日部時代まつり 埼玉県春日部市市街地 春日部市 企画構成演出
日本橋「こども奴行列」 中央区日本橋大通 日京まつり実行委員会 企画制作
清洲城戦国まつり「信長公一代記」 愛知県清洲町城下 清洲町 企画構成演出
与野時代まつり 埼玉県与野市市街地 与野商店街連合会 制作補助
田辺市弁慶祭り 和歌山県田辺市街地 田辺市商工会議所 企画制作
近旅連エンターテイメントフェスティバル 都ホテル東京 近畿日本ツーリスト協定旅館連盟 企画制作
ファイザー製薬特約店会議 東京京急ホテル ファイザー製薬 企画制作

平成６ 協和企画「新年パーティ」 東京青山スパイラルホテル 協和企画 企画制作
サンドラッ「新年パーティ」 東京センチュリーハイアットサンドラッグ 企画制作
桶狭間古戦場まつり 愛知県豊明市古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画構成演出
八郎湖ウォーターフェスティバル 秋田県八郎湖湖上 八郎潟町 制作進行補助
みやづ新浜昔まち 京都府宮津市新浜通り 宮津市観光協会 企画構成演出
サマーフェスティバル・イン・ひろの 福島県広野町総合公園 広野町 企画構成演出
路上ミュージカル「一日市昔っこ物語」 秋田県八郎潟町市街地 八郎潟町 企画構成演出
寒河江まつり 山形県寒河江市市街地 寒河江市 企画構成演出
日本橋「日仏交流こども奴行列」 中央区日本橋大通 日京まつり実行委員会 企画構成演出
与野時代まつり 埼玉県与野市市街地 与野商店街連合会 制作補助
田辺市弁慶祭り 和歌山県田辺市街地 田辺市商工会議所 企画構成演出
清洲城戦国まつり「信長公一代記」 愛知県清洲町城下 清洲町 企画構成演出
大洲市制４０周年記念事業「浪漫祭」 愛媛県大洲市市街地 大洲市 企画構成演出

平成７年 旅フェア’９５「佐賀ブース」 千葉県幕張メッセ 佐賀県 制作運営補助
桶狭間古戦場まつり 愛知県豊明市古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画構成演出
サマーフェスティバル・イン・ひろの 福島県広野町総合公園 広野町 企画構成演出
上越市「謙信公祭」 新潟県上越市 上越市 企画構成演出
ウォーターフェスティバル 秋田県八郎湖湖上 八郎潟町 企画構成演出
みやづ新浜昔まち 京都府宮津市新浜通り 宮津市観光協会 企画構成演出
路上ミュージカル「一日市昔っこ物語」 秋田県八郎潟町市街地 八郎潟町 企画制作
寒河江まつり 山形県寒河江市市街地 寒河江市 企画構成演出
日本橋「日仏交流こども奴行列」 中央区日本橋大通 日京まつり実行委員会 企画構成演出
清洲城戦国まつり「信長公一代記」 愛知県清洲町城下 清洲町 企画構成演出
与野時代まつり 埼玉県与野市市街地 与野商店街連合会 制作運営補助
おおず浪漫祭’９５ 愛媛県大洲市市街地 大洲市 制作運営補助
成田時代絵巻 千葉県成田市市街地 成田市商工会議所 企画制作

平成８年 上越市「謙信公祭」 上越市歴史公園 謙信公祭実行委員会 企画構成演出
近旅連エンターテイメントフェスティバル 都ホテル東京 近畿日本ツーリスト協定旅館連盟 企画制作
古流生花展 東京銀座名鉄メルサ 古流 制作補助
人力車お練行列 長野県長野市市街地 北野文芸座 制作補助
きのもと水細見 滋賀県木之本町市街地 木之本町 企画構成演出
箱根関所まつり 神奈川県箱根関所 箱根町 企画構成演出
桶狭間古戦場まつり 愛知県豊明市古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画構成演出
高松上水攻め「清水宗治物語」 岡山市高松城址 岡山市 企画制作
みやづ新浜昔まち 京都府宮津市新浜通り 宮津市観光協会 企画構成演出
サマーフェスティバル・イン・ひろの 福島県広野町総合公園 広野町 企画構成演出
路上ミュージカル「一日市昔っこ物語」 秋田県八郎潟町市街地 八郎潟町 企画構成演出
寒河江まつり 山形県寒河江市市街地 寒河江市 企画構成演出
日本橋「こども奴・むすめ奴」行列 中央区日本橋大通 日京まつり実行委員会 企画構成演出
田辺市弁慶祭り 和歌山県田辺市街地 田辺市商工会議所 企画構成演出
与野まつり 埼玉県与野市市街地 与野商店街連合会 制作補助
おおず浪漫祭’９６ 愛媛県大洲市市街地 大洲市 制作補助
たぬきフェスティバル「立体講談」 徳島県小松島市たぬき公園 小松島市 企画構成演出
成田時代絵巻 千葉県成田市市街地 成田市商工会議所 企画制作

平成９年 上越市「謙信公祭」 上越市歴史公園 謙信公祭実行委員会 企画構成演出
桶狭間古戦場まつり 愛知県豊明市古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画構成演出
備中高松戦国挽歌「清水宗治物語」 岡山市高松城址 岡山市 企画制作
箱根関所まつり 神奈川県箱根関所 箱根町 企画構成演出
みやづ新浜昔まち 京都府宮津市新浜通り 宮津市観光協会 企画構成演出
サマーフェスティバル・イン・ひろの 福島県広野町総合公園 広野町 企画構成演出
路上ミュージカル「一日市昔っこ物語」 秋田県八郎潟町市街地 八郎潟町 企画構成演出
寒河江まつり 山形県寒河江市市街地 寒河江市 企画構成演出
日本橋「こども奴・むすめ奴」行列 中央区日本橋大通 日京まつり実行委員会 企画構成演出
田辺市弁慶祭り 和歌山県田辺市街地 田辺市商工会議所 企画構成演出
与野まつり 埼玉県与野市市街地 与野商店街連合会 制作補助
おおず浪漫祭’９７ 愛媛県大洲市市街地 大洲市 制作補助
阿波たぬきフェスティバル 徳島県小松島市たぬき公園 小松島市 企画構成演出
成田時代絵巻 千葉県成田市市街地 成田市商工会議所 企画制作

平成１０ 岡山後楽園築庭４００年祭 岡山後楽園 築庭４００年祭実行委員会 企画制作
桶狭間古戦場まつり 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画構成演出
東祖谷平家まつり 東祖谷街路・会館 平家まつり実行委員会 企画制作
箱根関所まつり 神奈川県箱根関所 箱根町 企画構成演出
寒河江まつり 山形県寒河江市市街地 寒河江市 企画構成演出
与野時代まつり 埼玉県与野市市街地 与野商店街連合会 制作補助
おおず浪漫祭’９７ 愛媛県大洲市市街地 大洲市 制作総合演出



成田時代絵巻 千葉県成田市市街地 成田市商工会議所 企画制作
平成１１年 北会津村「ホタルまつり」 北会津村ホタルの里 北会津村ホタル祭り実行委員会 企画制作

桶狭間古戦場まつり 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画プロデュース
上越高田お城まつり 高田城址公園 お城まつり実行委員会 企画総合演出
上杉謙信公祭 上越市歴史公園 謙信公祭実行委員会 企画総合演出
東祖谷平家まつり 東祖谷街路・会館 平家まつり実行委員会 企画制作
成田時代絵巻 千葉県成田市市街地 成田市商工会議所 企画制作

平成１２年 西浅井水運まつり 大浦漁港 西浅井水運まつり実行委員会 企画制作
桶狭間古戦場まつり 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画プロデュース
北会津村「ホタルまつり」 北会津村ホタルの里 北会津村ホタル祭り実行委員会 企画制作
上越高田お城まつり 高田城址公園 お城まつり実行委員会 企画制作
上杉謙信公祭 上越市歴史公園 謙信公祭実行委員会 企画総合演出
東祖谷平家まつり 東祖谷街路・会館 平家まつり実行委員会 企画制作

平成１３年 西浅井水運まつり 大浦漁港 西浅井水運まつり実行委員会 企画制作
桶狭間古戦場まつり 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画プロデュース
北会津村「ホタルまつり」 北会津村ホタルの里 北会津村ホタル祭り実行委員会 企画制作
上越高田お城まつり 高田城址公園 お城まつり実行委員会 企画制作
上杉謙信公祭 上越市歴史公園 謙信公祭実行委員会 企画総合演出
東祖谷平家まつり 東祖谷街路・会館 平家まつり実行委員会 企画制作
成田時代絵巻 千葉県成田市市街地 成田市商工会議所 企画制作

平成１４年 西浅井水運まつり 大浦漁港 西浅井水運まつり実行委員会 企画制作
桶狭間古戦場まつり 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画プロデュース
北会津村「ホタルまつり」 北会津村ホタルの里 北会津村ホタル祭り実行委員会 企画制作
笹塚観音縁日まつり 笹塚観音通り 縁日まつり実行委員会 業務委託
上杉謙信公祭 上越市歴史公園 謙信公祭実行委員会 企画総合演出
結城まつり 茨城県結城市市街地 結城まつり実行委員会 企画総合演出
第１７回国民文化祭とっとり 鳥取県気高町特設会場 夢フェスタとっとり実行委員会 企画制作

平成１５年 横浜開港祭「みなと横浜開化物語」 横浜臨海公園 横浜開港祭実行委員会 企画制作
丹後夢浪漫ふるさと芸能風土記 宮津市民会館 宮津ライオンズクラブ 企画制作
西浅井水運まつり 大浦漁港 西浅井水運まつり実行委員会 企画制作
桶狭間古戦場まつり 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画プロデュース
トヨタレディース世界大会 デズニ―リゾート トヨタ自動車 構成演出
青山まつり 港区青山通り 青山通り商店街連合会 構成演出
北会津村「ホタルまつり」 北会津村ホタルの里 北会津村ホタル祭り実行委員会 企画制作
笹塚観音縁日まつり 笹塚観音通り 縁日まつり実行委員会 業務委託
結城まつり 茨城県結城市市街地 結城まつり実行委員会 企画構成演出

平成１６年 津山城築城４００年祭 岡山県津山市市街地 津山市 企画構成演出
青山まつり 港区青山通り 青山通り商店街連合会 構成演出
西浅井水運まつり 大浦漁港 西浅井水運まつり実行委員会 企画制作
桶狭間古戦場まつり 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画プロデュース
笹塚観音縁日まつり 笹塚観音通り 縁日まつり実行委員会 業務委託

平成１７年 笹塚観音縁日まつり 笹塚観音通り 縁日まつり実行委員会 業務委託
桶狭間古戦場まつり 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画プロデュース
脳神経学会イベント 横浜みなとみらい２１ 脳神経学会 企画構成演出
青山まつり 港区青山通り 青山通り商店街連合会 構成演出

平成１８年 田島町「まちづくり囲炉裏談義」 福島県田島町山村道場 田島町商工会 企画演出・指導
笹塚観音縁日まつり 笹塚観音通り 縁日まつり実行委員会 業務委託
桶狭間古戦場まつり 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画プロデュース

平成１９年 田島町「まちづくり囲炉裏談義」 福島県田島町山村道場 田島町商工会 企画演出・指導
笹塚観音縁日まつり 笹塚観音通り 縁日まつり実行委員会 業務委託
桶狭間古戦場まつり 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画プロデュース

平成２０年 田島町「まちづくり囲炉裏談義」 福島県田島町山村道場 田島町商工会 企画演出・指導
桶狭間古戦場まつり 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画プロデュース

平成２１年 桶狭間古戦場まつり 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 企画プロデュース
笹塚観音縁日まつり 笹塚観音通り 縁日まつり実行委員会 業務委託

平成２２年 桶狭間合戦４５０年祭記念事業 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 総合プロデュース
笹塚観音縁日まつり 笹塚観音通り 縁日まつり実行委員会 業務委託

平成２３年 桶狭間合戦４５０年祭記念事業 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 総合プロデュース
笹塚観音縁日まつり 笹塚観音通り 縁日まつり実行委員会 業務委託

平成２４年 桶狭間合戦４５０年祭記念事業 桶狭間古戦場跡 豊明古戦場祭り実行委員会 総合プロデュース
笹塚観音縁日まつり 笹塚観音通り 縁日まつり実行委員会 業務委託
南房総市白浜「海女まつり」 南房総市白浜 白浜「海女まつり」実行委員会 総合演出指導

平成２５年 笹塚観音縁日まつり 笹塚観音通り 縁日まつり実行委員会 業務委託
南房総市白浜「海女まつり」 南房総市白浜 白浜「海女まつり」実行委員会 総合演出指導
西の郷夢浪漫祭　'13 福島県西郷村 夢浪漫祭実行委員会 企画総合指導
南山御蔵入り騒動 国立演芸場 講談祭り（一龍齋貞心氏） 台本執筆

平成２６年 笹塚観音縁日まつり 笹塚観音通り 縁日まつり実行委員会 業務委託
南房総市白浜「海女まつり」モニターツアー南房総市白浜 白浜「海女まつり」実行委員会 ツアー企画
与野時代まつり 埼玉県与野市市街地 与野時代祭実行委員会 業務委託
岩槻市将軍鷹狩り行列 さいたま市岩槻区市街地 さいたま市鷹狩行列実行委員会 総合演出指導


