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時代の先にある可能性をカタチに

Evolving company

私たちはこれまでも、常に時代の一歩先を見据え、さまざまなアイデアをお客様と共に
具現化してまいりました。
それはクロスメディアの考え方に立ったMediansFreeだからこそできたこと。
私たちはこれからも、セールスプロモーション、IT、映像、芸能プロダクション、翻訳・通訳、
教育・研修の各分野を融合させたコンサルテーションで、さらに進化したご提案を
させていただきます。

Business Organation Model
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Evolving company

I T 事業

映像 事業

教育・研修 事業

翻訳・通訳 事業

芸能プロダクション 事業

・インターネット、サーバーシステム、
プログラム、各種デジタルメディア
及びデバイス等を活用したプロモー
ション業務

・テレビ番組制作
・CM制作
・CD/DVD等の制作、販売

・人材育成の企画、運営
・講師派遣
・インターネットメディアを絡めた研修、セミナー
・SNS研修、個別指導
※行政、企業、教育関連、各団体、個人等全般

・タレント管理
・著作権管理
・CD/DVD等の制作、販売
※その他プロダクション業務関連全般

・Webサイト他言語化
・各種書類関係の翻訳
・通訳者派遣
※日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、フランス語等に対応

・Webサイトの企画、制作、運営
・サーバー構築　・プログラム開発
・アプリ開発　　・SEO/SEM
・ITコンサルテーション全般

セールスプロモーション 事業
・宣伝販促
・PRイベント企画・制作
・PR映像全般（VP・CM・番組制作等）

・周知広報
・企業展示会の企画・制作・運営
・各種イベント制作



IT 事業
文部科学省・文化庁「令和2年度戦略的芸術文化創造推進事業　文化芸術収益力強化事業」補助事業として
10採択団体の中1位で選ばれる

全国の劇場・音楽堂等を支援する文化庁の「収益力強化事業」
動画配信ポータルサイト「公文協シアターアーカイブス」

全国の劇場・芸術文化団体等が、コロナ禍のによって、従来のスタイルでの公演実施が
難しい状況である中、文化庁の「収益力強化事業」の一環として
動画配信ポータルサイト「公文協シアターアーカイブス」を企画・構築・制作・運営。

劇場・音楽堂等の支援につなげるために、様々なジャンルの公演等を有料・無料
のインターネットライブ配信及び収録・配信を実施。また数多くの舞台芸術の公演作品等を
幅広く収集しアーカイブ化を行うことで、後世の演劇ファンに対し鑑賞と体験の機会の
提供及び芸術文化の創造とその発展に寄与する。

現在、音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、大衆芸能、と広く公募し採択された
１９団体約１０６公演作品等を配信。

アオイスタジオ株式会社

公益財団法人いばらき文化振興財団

公益財団法人岩手県文化振興事業団

公益財団法人大田区文化振興協会

公益財団法人かすがい市民文化財団

公益財団法人神奈川芸術文化財団

特定非営利活動法人 国際舞台芸術交流センター

株式会社JTB コミュニケーションデザイン

公益財団法人 新日本フィルハーモニー交響楽団

一般財団法人ちりゅう芸術創造協会

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館

一般財団法人長野市文化芸術振興財団

公益財団法人日本オペラ振興会

公益財団法人 日本舞台芸術振興会

公益財団法人びわ湖芸術文化財団

公益財団法人福井県文化振興事業団

一般財団法人みはら文化芸術財団

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団

＜参加団体一覧＞

https://zenkoubuntheatre. jp/
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IT 事業
経済産業省中小企業庁補助事業　
インバウンド需要拡大推進事業（地域消費拡大推進事業）令和2年度交付

福井市中心市街地における
インバウンド消費支援ツールを用いた外国人観光客等消費拡大事業

福井駅前のお店や観光情報を掲載した6か国語対応アプリ
「ikossa　FUKUI」

外国人観光客等の増加が期待できる北陸新幹線福井・敦賀開業等を控え、福井の玄関口である事
業実施地域において、小売・サービス業者のインバウンド対応を充実し、外国人観光客等の消費
額拡大を図る。具体的には、多言語表記による個別店舗の情報発信や商品のオーダー、消費動向
のデータ収集等ができるアプリを制作、運用し、個別店舗等では対応が困難な外国人への販促や
データ活用による商品改良等を図る。

2023年の北陸新幹線福井・敦賀開業、2025年の大阪・関西万博等、大都市圏や近隣府県を経由し
た外国人観光客等の増大の大きな好機を迎えている。
これら課題に対応し外国人観光客等の消費額が拡大するよう、(株)メディアンスフリーが保有す
る基盤プログラムを活用し、福井市中心市街地の小売・サービス業者（100店舗）の多言語表記
による情報発信や商品のオーダー、消費動向のデータ収集等ができる外国人観光客等向けアプリ
（IkossaFUKUI）を制作。

（1）店舗情報表示　(多言語表記)
　　    店舗基本情報および商品情報の表示。
（2）テイクアウト機能
（3）店舗事前予約機能
（4）スマホオーダー機能 (多言語表記)
（5）観光サポート機能　(多言語表記)
（6）音声・テキスト翻訳機能
（7）サイト内検索機能  (多言語表記)
（8）会員登録  (多言語表記)
（9）店舗管理機能　
（10）多言語表示言語
日本語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、英語、フランス語による表示

https:// ichihomare.fukui . jp/
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着メロに変わって、携帯電話の着信音学の主流となった「着うた」。
弊社では日本初の au by KDDI 着うたキャンペーンサイトを運営した実績を活かして、さまざまな
携帯音楽プロモーションの実施が可能です。

等
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特開2015-122045　
携帯端末機用決済システム、サーバー装置及びプログラム

クレジットカードの提示等を不要としカード決済により商品購入を可能とする。
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特許6873450　
アーティストマネージメントシステム及びサーバー装置

アマチュア等のアーティスト（ミュージシャン等）と店舗等のイベント会場間のマッチング時の契
約上のトラブルを抑止可能なマネージメントシステムを提供するビジネス特許モデル



IT 事業C
A

SE STU
D

IES

例
事
績
実

Evolving company

郵政省テレビ会議システム

郵政省、地方郵政局及び主要な郵便局にテレビ会議システムを導入し、
平成6年4月から運用を開始した。
　株式会社 富士通総研とのパートナーシップにより衛星インターネットを
活用し構築・実施

平成7年版 通信より抜粋

大阪21世紀協会、大阪市、大阪府主催
「Welcome 2000！ 光と音の“通りゃんせ”
　大阪城カウントダウンフェスティバル」

全国行政系初のインターネットリアル中継全体オペレーション　プロデュース
システムプランニングからリアル中継オペレーションまで全体統括
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環境省
『Re-Style』WEB運用業務
循環型社会におけるライフスタイル及びビジネススタイルを
「Re-Style」として提唱、推進するため「Re-Style」を普及
啓発し循環型社会の形成に向けた国民・事業者の取組を促進
するWebサイトとして制作を執り行なった。
コンテンツは、若者層、特に中高大学生を念頭において、環
境に取組んでいる著名人や文化人への取材調整、インタ
ビュー取材動画撮影、編集を行う「Re-Stylist」、イベントやト
ピックス記事を作成する「Re-Style report」、メールマガジン
などの制作を行った。

※コンテンツの企画・制作、取材、構成、編集、サーバ管理

環境省
エコ・ファースト推進協議会 公式WEBサイト

環境省より環境先進企業と認定された「エコ・ファースト企
業」の取り組みや活動報告等を紹介しています。各企業担当者
が新着情報をタイムリーに発信できるCMSを構築しています。
※CMS構築、web制作、サーバ管理

http://www.eco1st.jp/



WEBサイト制作においては、優れたデザイニングはもちろん、最新技術やプログラミングを駆使したサイト
構築を目指し、常に鮮度の高いWEBサイトによるコミュニケーション活動は、クライアント企業様から好評
をいただいております。
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東京都オリンピック・パラリンピック準備局
「多言語対応協議会ポータルサイト」

https://www.2020games.metro.tokyo. lg. jp/
mult i l ingual/ index.html

事業内容
デザイン、サイト構築、検索システム構築

 東京都知事本局
「アジア人材バンク」運営管理 

業務内容
サイト運営、人材データベースシステム構築、
メールマガジン配信、翻訳

食博覧会・大阪2021
公式WEBサイト運営管理・制作

事業内容
サイト企画・制作・運営、サーバー管理、アプリ開発、
システム開発、取材、動画撮影・編集、SNS
https://www.shokuhaku.gr . jp/

外務省「海外留学総合案内」
公式WEBサイト新規構築

事業内容
新規サイト構築、サイト企画・制作
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 東京都知事本局

 （公財）東京都歴史文化財団

「アジアヘッドクォーター特区」

業務内容
サイト企画・制作・運営、翻訳
言語:日本語、英語

http://www.chi j ihon.metro.tokyo. jp/ahq_project/

東京都立産業技術高等専門学校

業務内容
サイト企画・制作・運営、システム開発、翻訳、
サーバ管理、 動画撮影・編集
言語：日本語、英語

http://www.metro-cit .ac . jp/

業務内容
サイト企画・制作・運営、システム開発、翻訳、
サーバ管理、動画撮影・編集
言語：日本語、英語

http://www.geigeki . jp

「東京芸術劇場」

東京都国際交流委員会

業務内容
サイト企画・制作・運営、システム開発、翻訳、
サーバ管理、アニメーション動画
言語：日本語、英語、（一部：中国語、ハングル語）

http://www.tokyo-icc. jp/

業務内容
サイト制作・運営、「音脈」デジタルブック制作
言語：日本語、英語

http://www.t-bunka. jp/

 （公財）東京都歴史文化財団
「東京文化会館」

業務内容
サイト企画・運営
言語：日本語

 http://www.waterworks.metro.tokyo. jp/

業務内容
サイト制作・運営、サーバ管理
言語：英語

 http://www.welcomeasia . jp/

東京都 産業労働局
「Welcome to ASIA」東京都水道局　

 東京都産業労働局
「外国語メニューのある飲食店のご紹介」

業務内容
サイト企画・制作、運営、翻訳
言語：日本語、英語、中国語、韓国語、ドイツ語、

フランス語

http://www2.tokyo-eiken.go. jp/shoku-navi/ index. jsp

 東京都 青少年・治安対策本部

業務内容
サイト制作・運営、サーバ管理
言語：日本語

http://www.kokoro-tokyo. jp/

「心の東京革命」



IT 事業C
A

SE STU
D

IES

例
事
績
実

Evolving company

 一般社団法人
東京私立中学高等学校協会「公式サイト」

運営管理・制作　

福井県ブランド米「いちほまれ」
公式WEBサイト運営管理・制作

https:// ichihomare.fukui . jp/

https://www.tokyoshigaku.com/

 東京都国際交流委員会 
「生活ガイド」公式WEBサイト

運営管理・制作

業務内容
全面リニューアル、サイト運営、システム構築
言語：日本語

 https://www.shigaku-tokyo.or . jp/

業務内容
全面リニューアル、システム開発、サーバ管理、
サイト運営、スチール・動画撮影など
言語：日本語
 https://www.zenkoubun. jp/

全国劇場・音楽堂等総合情報サイト
運営管理・制作　

公益財団法人東京都私学財団　
公式WEBサイト運営管理・制作　
　
　

業務内容
サイト構築、システム開発、サーバ管理、
サイト運営、翻訳
言語：日本語、英語

業務内容
全面リニューアル、システム開発、
サーバ管理、サイト運営
言語：日本語

業務内容
新規サイト構築、. レスポンシブ対応、
翻訳、サーバ管理、サイト運営　

https://tabunka.tokyo-tsunagari .or . jp/

一東京都つながり創生財団
「東京都多文化共生ポータルサイト」

運営管理・制作　

事業内容
新規サイト構築、システム開発、サーバ管理、
サイト企画・運営、取材、動画撮影・編集、
公式SNS運営（Facebook/Twitter/ Instagram）など
言語:日本語

都民芸術フェスティバル
公式WEBサイト運営管理・制作

https://tomin-fes .com/

事業内容
全面リニューアル、新規サイト構築、
システム開発、サーバ管理、サイト運営、
動画撮影・編集、SNSキャンペーン運営など

大阪地下街株式会社
「チカガイアプリ」

事業内容
システム構築、サーバ管理、サイト運営、コンテンツ企画
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（公財）埼玉県芸術文化振興財団
「さいたま芸術劇場」「埼玉会館」

「熊谷会館」公式WEBサイト運営管理・制作

http://www.saf .or . jp/

 https://www.l ibrary.metro.tokyo. lg. jp/
portals/0/edo/tokyo_l ibrary/ index.html  

 https://hometown.metro.tokyo. jp/
machikado/wm/

東京都福祉保健局
「東京ホームプロジェクト　わたしの時間」

運営管理・制作　

東京都立中央図書館
「江戸東京ミュージアム」

運営管理・制作　

 日本国際連合協会東京都本部 
公式WEBサイト運営管理・制作

 東京都産業労働局
「TOKYO BUSINESS ENTRY POINT」
公式WEBサイト運営管理・制作

業務内容
サイトリニューアル、サーバ管理、翻訳、
サイト運営

業務内容
リニューアル、サイト運営、
デジタルブック作成

東京都産業労働局
「とうきょう産業立地ナビ」
公式WEBサイト運営管理・制作

事業内容
新規サイト構築、翻訳､システム開発、
サーバ管理、サイト運営、WebRelease2

事業内容
企画、サイト運営、システム構築、翻訳

事業内容
企画、サイト運営、取材、撮影
（スチール/動画）、原稿作成

事業内容
新規サイト構築、サーバ管理、サイト運営

東京都都市整備局
「耐震ポータルサイト」公式WEBサイト

運営管理・制作

：http://www.taishin.metro.tokyo. jp/

東京都産業労働局
「輝く技術光る企業～世界に誇る東京のものづくり～」

運営管理・制作 

事業内容
新規サイト構築、サイト運営

事業内容
リニューアル、サイト運営、取材、
動画撮影・編集

業務内容
サイト制作・運営
言語：日本語

東京都 青少年治安対策本部
「大東京防犯ネットワーク」
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学校法人　奈良学園グループ　各校WEBサイト運営管理・制作

学校法人奈良学園 http://www.naragakuen.jp/
奈良学園大学 http://www.naragakuen-u.jp/
奈良文化女子短期大学 http://www.naragakuen-u.jp/narabunka/
奈良学園中学校・高校 https://www.naragakuen.ed.jp/
奈良文化高校 https://www.narabunka.ed.jp/
奈良学園登美ヶ丘 https://www.naragakuen.jp/tomigaoka/
奈良学園登美ヶ丘中学校・高校 https://www.naragakuen.jp/tomigaoka/t_jun/
奈良学園小学校 https://www.naragakuen.jp/tomigaoka/t_ele/
奈良学園幼稚園 https://www.naragakuen.jp/tomigaoka/t_kin/
奈良文化幼稚園 https://www.narabunka.ac.jp/kindergarten/
志賀直哉旧居 http://www.naragakuen.jp/sgnoy/
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業務内容
全サイト全面りニューアル、システム開発、
サーバー管理、サイト運営、動画撮影、編集
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 積水ハウス

業務内容
サイト制作・運営
言語：日本語

http://www.izumisanobgourmets.com/

業務内容
サイト企画・制作・運営、システム開発、
サーバ管理、アプリ開発
言語：日本語

http://www.sumufumulab. jp/

「住むフムラボ」
 泉佐野市

 ショッピングセンター

「S1グランプリ」

 大阪市公式動画サイト

業務内容
サイト企画・制作・運営、サーバ管理、アプリ開発
言語：日本語

http://www.isesengu. jp/

業務内容
企画・全面リニューアル・システム開発
翻訳、サイト運営、動画撮影・編集

業務内容
サイトリニューアル、企画・制作、運営
言語：日本語

2004年～2010年3月

「OSAKA BB NET」
近畿日本鉄道株式会社
公式WEBサイト

 伊勢神宮
「神宮式年遷宮」

業務内容
サイト企画・制作・運営、サーバ管理、翻訳、
動画制作
言語：日本語、英語、中国語、韓国語、ドイツ語、

 スペイン語、イタリア語、フランス語

2002年～2010年3月

東京都 産業労働局
「東京の観光」

業務内容
運営、管理、システム構築
言語：日本語

http://www.matsuzakaya-ginza88. jp/

松坂屋銀座店88周年特設サイト

業務内容
運営、サーバ管理
言語：日本語

http://www.narupark. jp/

「なるぱーく」

業務内容
企画・制作、運営、管理、システム構築
言語：日本語

http://www.mediatv.ne. jp/musicpro/takekawa/

タケカワユキヒデ
オフィシャルホームページ

https://www.kintetsu.co. jp/
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http://www.sunray-r .co. jp/ http://www.sumufumulab. jp/

奈良公園クイックガイド
公式WEBサイト運営管理・制作

 サンレー冷熱株式会社
公式WEBサイト運営管理・制作

業務内容
新規サイト構築、サーバ管理、サイト運営
360°動画コンテンツ企画・制作
言語：日本語・英語・中国語・韓国語

業務内容
全面リニューアル、システム開発、
サーバー管理、サイト運営、動画撮影、編集

遊☆戯☆王公式サイト

業務内容
新規サイト構築、サイト運営
コンテンツ企画・制作

業務内容
全面リニューアル、システム開発、翻訳
サーバー管理、サイト運営、動画撮影、編集

https://www.tennoj izoo. jp/

天王寺動物園公式WEBサイト
運営管理・制作

業務内容
新規サイト構築、サイト運営
コンテンツ企画・制作

CHARA オフィシャルサイト

https://www.tennoj izoo. jp/
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大阪市 「事業仕分けインターネット中継業務」
㈱ホリプロ ＯＳＡＫＡ スペシャルユニットグループ「ＨＯＰ ＣＬＵＢ」
環境省 平成２２年度「Ｒｅ－Ｓｔｙｌｅ」Ｗｅｂ運用業務 
大阪市 「大阪市動画サイトの企画制作・運営管理業務」
（財）埼玉県芸術文化振興財団 Webサイト リニューアル 
東京文化会館 Webサイト リニューアル 
心の東京革命推進協議会（青少年育成協会）「ファミリeルール」 Webサイト制作 
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その他多数



東京都と警視庁が協同し「犯罪防止　キャンペーン」のシンボルステッカーの企画デザイン制作。
犯罪防止をスローガンに東京都を中心とした広域に及ぶ啓発キャンペーンを展開。
公営交通(バス等)、民間交通（物流トラック、各種業務車両等）、各種商業施設(コンビニ、店舗等）
その他企業・団体らによるシンボルステッカー貼付キャンペーンでの啓発活動を実施。

芸能事務所にLDHが運営するダンス&ボーカルスクール「EXILE PROFESSIONAL GYM」名古屋校の広告デザインの制作。
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Evolving company

東京都　青少年治安対策本部
『動く防犯の眼』キャンペーンステッカー
企画デザイン制作　　
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セールスプロモーション活動の中で、効果的なイベントの企画、実行・運営は、長年の実績を活かした
得意なレパートリーです。装飾、空間演出等も提案から施工管理まで行います。
特に、商業施設の販促イベント等流通業界に精通したノウハウで、費用対効果を追求した企画・
実施が可能です。

TOKYO2000年大夜会：制作統括プロデュース
お台場エリア一帯空間プロデュース
（音・映像・システム全般のプランニング及びソフトプロデュース）
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アーティスト実績（順不同）
B`z(ビーズ)/槇原敬之/UA/一青窈/平原綾香/夏川リミ/影山ヒロノブ/財津和夫/MALTA（マルタ）/日野 皓正/TRF/Chara
タケカワユキヒデ/真島昌利(ブルーハーツ)/斎藤和義/辻仁成/ラウドネス/ゴンチチ/アンジェラ・アキ/小田純平
忌野清志郎(THE TIMERS)/真心プラザーズ/尾崎亜美/佐藤竹善/哀川翔/中西俊博(バイオリン)/KAN/J-WALK
JUN SKYWALKER(S)/THE MODS/ボ・カンボス/南こうせつ/イルカ/甲斐よしひろ/憂歌団/織田哲郎/遊佐三森
バブルガムブラザーズ/小比類巻かおる/鈴木博文・慶一/大事マンブラザース/ピチカートファイブ/WINK/南野陽子
中山美穂/中森明菜/西田ひかる/松村健(ピアノ)/上田正樹/BORO/高橋幸弘/サーカス/石田一成/小野政利/伊勢正三
桑名正博　　他、多数アーティスト
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セールスプロモーション事業

伊勢神宮式年遷宮「伊勢神話への旅」（六本木ヒルズカフェ）PRイベント
制作ディレクション　

「東京都駅前放置自転車クリーンキャンペーン」
※広報業務全般（Web、SNS、TV・サイネージ・大型ビジョンCM、取材、楽曲制作など）

「御堂筋イルミネーション2014」
※「最も多く街路樹にイルミネーションを施した通り」としてギネス世界記録(TM)に認定
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福井県ブランド米「いちほまれ」PR事業
（CM制作・イベント企画/制作/実施・販促PR全般）

2019年9月27日　「いちほまれ」販売開始記念イベント『福井まるごと収穫祭』
＊JR有楽町駅前広場特設ステージ

2017年9月23日　「いちほまれ誕生祭」＊六本木ヒルズアリーナ特設ステージ

2020年6月～2021年3月　全国47都道府県で展開
SNSリレーマラソン「吹奏楽部の旅」　企画・運営・映像制作

福井県物産販促PR　※福井県庁・福井経済連サポート業務

「福井発コシヒカリ」全国キャラバン＆全国47都道府県を巡回「和食47」全国キャラバン
全国47都道府県横断　※福井県庁・農林水産省事業　※企画・運営業務全般（事務局・実施・広報など）

「ジャパンフードフェスタ2013」（食育丸の内ブース）「ふくい味の祭典」（福井県産業会館） 
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優れたワークライフバランスの取り組みを行っている企業を紹介する冊子を作成。
さらに、記事体広告として「日経ビジネス」に 3回にわたる記事を掲載。

東京都港湾局が毎年発行している東京港の
ガイドブックを作成。
紙面に使用されている写真撮影（航空写真
含む）も弊社にて行う。

 東京都産業労働局
働き方の改革「東京モデル」事業

東京都港湾局
「PORT OF TOKYO 2011」

 （株）中村自工
パンフレット

鉄道車輛用部品等を扱う株式会社中村自工
の営業用パンフレットを作成。

世界に誇る東京のモノづくり企業を学生向けに紹介する冊子。
ホームページとの連動企画で、ホームページのリニューアル、サイト運営、取材、動画撮影・編集な
ど総合的な制作に携わる。

東京都産業労働局
「輝く技術光る企業」

 三益工業（株）
パンフレット

航空機用部品等を扱う三益工業株式
会社の営業用パンフレットを作成。

東京都建設局が毎月発行している
パンフレットを作成。
ホームページと連動した企画。

 東京都建設局
「東京のまちづくり」
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「大阪ゲーム専門学校　プロモーション企画制作」

「大阪ゲーム専門学校」のプロモーションツールを企画制作。
Webサイト～動画コンテンツ、パンフレット等のパブリッシャーを
トータルに企画制作し、クロスメディアプロモーションを
実現しました。
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東京都立産業技術高等専門学校
動画コンテンツ 「東京芸術劇場」

動画コンテンツ

（公財）東京都歴史文化財団

総務省 テレビ受信者支援センター

東京都国際交流委員会
動画コンテンツ

地上デジタル放送に関わる普及促進、周知広報及び理解醸成を促進するための
ツールとして、全国規模で展開中の地上デジタル放送の説明会や相談会会場等
で使用するDVDビデオを制作しました。

デジサポ受信説明会用DVDビデオ版
「地デジ受信なぜ？なに？ガイド」

映像制作においては、企画・シナリオ作成から映像素材の撮影、編集までの一貫したディレクションが可
能であり、また放送メディアに応じた加工もコントロールする映像トータルプロデュース機能を持っており
ます。
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 パナソニック
『エボルタワールドチャレンジ 東海道五十三次』

パナソニック充電式乾電池「エボルタ」販促PRイベント＆番組として制作。
充電式乾電池で走行するオリジナルロボットマシーン「エボルタくん」を使用し約60日間かけ、
東京・日本橋から京都・三条大橋までの走行風景を毎日、現地で撮影した映像＆レポート音声を東
京・日本橋から京都・三条大橋までの走行風景を毎日、現地で撮影した映像＆レポート音声を「Uスト
リーム」番組チャンネル、パナソニック専用「WEBサイト」へ生中継映像を提供し配信を行った。
その「Uストリーム」では一般の視聴者からのツイッターの投稿と管理も同時に行った。また、生中継
を視聴出来なかったユーザーのために毎週ダイジェスト版をファイナルカットで編集、「YouTube」
専用チャンネルへアップロードし配信を行いました。走行風景はテレビ番組や色々なメディアでも大
きく取りあげられ連日話題となる。
参考に「Uストリーム」番組チャンネルの視聴回数は78万件以上にのぼりこの点でも「Uストリーム」
社内で話題となる。

 パナソニック
『 T h e  S P A R K S  L a b』

パナソニック充電式乾電池「エボルタ」販促PRイベント＆番組として制作。
フェイスブックチャンネルに会員に向けとして、パナソニックが家電に使用している断熱材（ユーバ
キュア）のPRと家電製品の販売促進を図る番組として制作を行った。
番組内容は、断熱材（ユーバキュア）で作った収納BOXに雪だるまを収納し、24時間サウナルームに
置いてもその雪だるまが熔けない様子を「Uストリーム」にて24時間連続で生中継を行った。
番組進行は、米国から来日したパーソナリティが務めた。
また、生中継で視聴出来なかった会員のために一週間ごとにダイジェスト版を編集し、毎
週「YouTube」専用チャンネルへアップロードを行った。

※インターネット配信 及びTVCM
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奈良文化幼稚園『わんぱくの森（園庭）』紹介映像
幼稚園の売りの一つ、広くて自然豊かな園庭を元気に遊ぶ園児とともに紹介。
公式ページや入園説明会などで使用する保護者向け映像。

※インターネット配信 

福井県立武生商業・武生商工高等学校 吹奏楽部演奏映像
生徒たちが学校の中庭でダンスをしながら演奏する姿を収録・編集。ブランド米「いちほまれ」の
PRソング「ふくいの朝ごはん」を吹奏楽部が演奏した映像を制作。

福井県ブランド米「いちほまれ」TV-CM制作
2020年　本田姉妹テレビCM制作

（音楽・映像）
2018年　五木ひろしテレビCM制作

（音楽・映像）
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TRF
プロモーションビデオ（CG映像）
TVCF 制作
<エイベックス>

ミュージックコンテンツをはじめ、映像・WEB サイト・グラフィック等
のコンテンツ制作のノウハウと高いクリエイティブ力で、メディアを
より効果的にプロモーション MIX させ、立体的なクロスメディアの
展開を実現していきます。
柔軟な発想のアイデアと感性の高いクリエイティブ・ワークで、様々な
メディアに魅力を付加し、自ら誘引力を持つマグネット効果によるプロ
モーション戦略が次世代型のコンサルテーションです。
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 東京都立図書館

日本語サイト 英語サイト

「江戸東京デジタルミュージアム」

業務内容
企画・制作、翻訳、データベース検索システム開発
言語:日本語、英語

）トイサ語本日（lmth.xedni/yrarbil_oykot/ode/0/slatroP/pj.oykot.ortem.yrarbil.www//:ptth
）トイサ語英（lmth.xedni/hsilgne/yrarbil_oykot/ode/0/slatroP/pj.oykot.ortem.yrarbil.www//:ptth

人と人をつなぐ、ハイクオリティな翻訳と通訳でご提供しております。
Webサイトの多言語化、各種書類関係の翻訳、通訳者派遣まで依頼者のニーズに合わせて人材を
選定し、常に時代の変化に対応した事業展開で多言語化社会に臨んでおります。
※日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、フランス語等に対応
※日本翻訳連盟(JTF)加盟

江戸・東京の資料を通じて、歴史や文化を楽しみながら学んでいくためのサイト。

 東京都 産業労働局
「外国語メニューのある飲食店のご紹介」
東京を訪れた外国人旅行者に日本の「食」の魅力を紹介するリーフレットを作成。ホームページとの連動企画。

 東京都 産業労働局
「Ultra Tokyo is calling」 東京都が外国人旅行者誘致活動として作成した海外向けパンフレット。

英語、イタリア語、スペイン語を製作。

スペイン語版
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経済産業省中小企業庁補助事業　

　インバウンド需要拡大推進事業「ikossa　FUKUI」アプリ（中国語（簡体・繁体）、韓国語、英語、フランス語）

環境省「WEPA　公式WEBサイト」（英語）

外務省「STUDY IN JAPAN」公式WEBサイト（英語、中国語、ハングル語）

東京都知事本局「アジア人材バンク」公式WEBサイト(英語）

東京都総務局「東京都防災ホームページ」公式WEBサイト(英語）

東京都知事本局「アジア大都市ネットワーク２１」公式WEBサイト(英語）

大東京防犯ネットワーク「地域安全マップをつくろう」(一部英語）

東京都建設局公式ウェブサイト（英語）

東京都産業労働局 「TOKYO COMPANY 」（英語）

東京開業ワンストップセンター　公式WEBサイト（英語）

東京の伝統工芸品（英語）

東京都　公式WEBサイト（英語）

東京都国際交流委員会 「生活ガイド」公式WEBサイト（英語、中国語、ハングル語）

東京都産業労働局「TOKYO BUSINESS ENTRY POINT」公式WEBサイト（英語、ドイツ語、中国語、スペイン語）

 東京都知事本局 「アジアヘッドクォーター特区」公式WEBサイト（英語）

東京都立産業技術高等専門学校 公式WEBサイト(英語）

東京都国際交流委員会 公式WEBサイト(英語、一部中国語、ハングル語）

東京都 産業労働局「Welcome to ASIA」公式WEBサイト(英語）

東京都産業労働局 「外国語メニューのある飲食店のご紹介」公式WEBサイト

　　（英語、中国語（簡体・繁体）、韓国語、ドイツ語、フランス語）

東京都都市整備局「耐震ポータルサイト」公式WEBサイト（英語）

（公財）東京都歴史文化財団  「東京芸術劇場」公式WEBサイト（英語）

（公財）東京都歴史文化財団  「東京文化会館」公式WEBサイト（英語）

一東京都つながり創生財団「東京都多文化共生ポータルサイト」（英語、韓国語、中国語）

東京都産業労働局「とうきょう産業立地ナビ」公式WEBサイト（英語、中国語（簡体・繁体）、ハングル語）

東京都 産業労働局「東京の観光」公式WEBサイト

　　（英語、中国語（簡体・繁体）、韓国語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、フランス語）

（公財）埼玉県芸術文化振興財団「公式ホームページ」(一部英語）

大阪市外国語特集ページ「SF OSAKA 」（英語）

大阪「ミュージアム構想」WEBサイト（英語、中国語、ハングル語）

（財）大阪都市工学情報センター「北区他5区外国語ホームページ 」（英語）

（財）大阪２１世紀協会　公式WEBサイト(英語）

伊勢志摩近鉄リゾート「志摩スペイン村」ホームページ（英語、中国語、ハングル語）

食博覧会・大阪2021公式WEBサイト（英語、中国語（簡体・繁体）、ハングル語）

近畿日本鉄道株式会社 公式WEBサイト（英語、中国語（簡体・繁体）、ハングル語）

天王寺動物園公式WEBサイト（英語、中国語、韓国語）

奈良公園クイックガイド公式WEBサイト（英語、中国語（簡体・繁体）、ハングル語）

日本翻訳連盟(JTF）所属
WEBサイト、アプリ、冊子、映像など
様々な事業で多言語対応を行うなど、
翻訳実績は他多数
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Evolving company

行政から民間まで対象とした、人材育成の企画・運営・講師派遣などを行い、広報プロモーション、SNS等
の活用から実践、政策知識・文章力などのスキル向上、組織力強化、経済情勢、海外を視野に入れた必要
な知識や視点も取り入れた研修・講演会を実施しています。
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Evolving company

 東京都 産業労働局

「外国語メニュー作成支援サイト」クロスメディア展開

セールスプロモーション（印刷物）／翻訳

IT／翻訳

教育・研修

リーフレットを作成。駅のラック
等、都内各所で配布。

英語情報誌「メトロポリス」に
広告を掲載。

英語情報誌「TOKYO NOTICE BOARD」
に広告を掲載。

飲食店の情報やメニューを外国語化し、ホームページ上に登録するするシステムを開発しました。また、登録されたお店の
や日本の食文化関する情報を配信するページは多国語化（英語、韓国語、中国語、ドイツ語、フランス語）されています。

サイトの企画提案、システム開発、翻訳、撮影、サイト制作、研修、広報展開まで
トータルプロデュースしました。

「外国語メニュー作成支援
サイト」での登録方法など
をレクチャーする研修を
都内各所で行いました。

映像／翻訳
外国人のお客さまに対す
る接客用語等をレク
チャーする動画を作成し
ました。
※7言語対応

飲食店の情報やメニューを外国
語化し、ホームページ上に登録
できる飲食店向けサイト。

登録された飲食店の情報や日本の食
文化を閲覧できる外国人向けサイト。
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Evolving company

MALTA（サックス奏者、大阪芸術大学教授）
 13歳からサックスを吹き始め、66年より故阪口新氏に師事。73年に東京芸術大学音楽学部器楽
科卒業後、バークリー音楽大学に留学。4年の課程を2年半で習得し、1年半同校で教鞭をとる。
77年にボストンからニューヨークに進出。デューク・エリントン楽団（マーサー・エリントン指
揮）、チャールズ・ミンガス、ジャック・マクダフ等の一流ミュージシャンと共演後、79年に名
門ライオネル・ハンプトン楽団に迎えられ、同バンドのリード・アルト兼コンサートマスターに
就任。83年、デビューアルバム「MALTA」を発表。87年にはアルバム「SPARKLING」で第1回日
本ゴールド・ディスク大賞に輝く。88年発売の「HIGH PRESSURE」は、全米発売にもなり、大
ヒットアルバムとなる。
2010 年９月には、LIVE アルバム「DROPFLAME ～My Hit Song ～」と「MY STARDUST ～ Jazz 
Standard ～」２枚同時発売すると共に、ショパン生誕 200 年を記念し、11 月にビクターより
「MALTA de Chopin」を発売。2011 年 1月「MALTA JAZZ BIG BAND」結成し、2011 年 7月「MALTA 
Jazz Big Band ～ TOKYO LiVE ～」、2012 年 7月 DVD「JAZZ UP! ～ MALTA Jazz Big Band ～」を発表。
2013 年 11月 27日、日本デビュー 30周年記念特別 2枚組アルバム『MALTA Rock'n / Love Balladz』
をリリースし、各地での活動も精力的に行い、更に幅広いジャンルに挑戦。
　文化教育にも力を注ぎ、「全日本高等学校選抜吹奏楽大会」で審査員をつとめ、“MALTA賞”が
設立。全国のアマチュア吹奏楽団・ビックバンドと共演。2011年3月「倉吉市観光大使」に就任。
2008年、大阪芸術大学の教授に着任し、音楽理論・アンサンブル等の教鞭をとり、後輩の育成、
プロ・アマ問わない音楽発展に尽力するなど精力的な幅広い活動を繰り広げ、そのサックス・プ
レイには観衆のみならず、一緒に演奏した人たちの心に多くの夢と感動を与え続けている。
2014年から東京藝術大学音楽学部非常勤講師として教壇に立ち益々の活躍が期待される。

1996年「LOVER’S STREAM」（DWMA-001）
＊MALTA & FELICIA
＊企画・制作
＊全曲未発表ライブバージョンによるMALTA初のCD-ROM作品

2007年「Live in Japan～Jazz Up, Back Up, Dress Up,」（MBI-2001）
＊MALTA JAZZ QUINTETT. plus
＊プロデュース・企画・制作・販売
＊通算30枚目にして、MALTA初のLiveアルバム
Produce by  Mediance Free
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Evolving company

個性豊かで魅力ある社会・文化を作り上げるために、皆さまと手を取り合い、地域の
活性化、新しい文化の発展に貢献していきたいと考えています。

1982年に文化の振興と国際交流に貢献することを目的とした「Fête de la Musique」がフランスで生ま
れて、毎年6月21日（夏至の日）に世界約130ヵ国・700都市以上で開催されています。
「Fête de la Musique」とは、ジャンル、プロ・アマ、個人・団体、国籍などを問わず、音楽を愛する人々が
出演するライブコンサートで、夏至の日に世界各国で同日開催される音楽の一大イベントです。
また「音楽はすべての人のもの」という理念に基づいて入場無料、音楽を共通言語とする、世代・性別・
民族を超えた住民参加型イベントとして毎年世界中で開催され、東京では夏至の日を中心に2004年
スタートさせ、音楽を通して文化の振興と国際交流に貢献すると共に、国内及び海外に向けての情報
発信することを努めています。

＜フランス＞
主管：フランス文化及びコミュニケーション省
運営：ADCEP（創造・研究・計画開発協会）

＜日本＞
主管：Fête de la Musique au Japon日本開催「音楽の祭日」主管事務局/日本事務局
運営：メディアンスフリー、メディア・ブレインズ・インターナショナル
後援：フランス大使館、東京都観光財団、関西・大阪21世紀協会、各新聞社、他
特別協賛：株式会社メディアンスフリー

Supported  by  Mediance Free


