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3rd Anniversary 直前

Global Produce Presents

Event  Producerʼ’s  College 2014
（GP 夏のインターン）
優勝チームの企画を実現します。

⽇日時
場所
参加者

2015年年２⽉月予定
ザ・リッツカールトン東京
⼤大学⽣生、学⽣生団体、各種協賛

佐藤ひかる
⽇日本⼥女女⼦子⼤大学

3年年

清野⼩小太郎郎
中央⼤大学

2年年

社会問題でもある、20代の交際率率率を上げて東京を元気に！！

こんにちは！GP学⽣生チームリーダー佐藤ひかるです。
この度は、自分たちの”想い”を形にしたイベントを開催させていただくという貴重な機会をいただ

き、誠にありがとうございます！！私達のチームは、首都圏の主要大学の学生が集まるイベントとい

うお題から「 LOVE FES 」というイベントを企画しました！20代で交際をしたことがない人がなんと

40%以上！！もいるという今の日本。急激なソーシャルネットワークの発達から人と人との繋がりの希

薄化も問題となっています。その現状をどうにか変えて、より楽しく明るい未来を創造したいという

想いから生まれたこのイベント！！東京中の女の子と男の子が来たくなってしまうような今までにな

い魅力的なイベントを私たちは、必ずや、作り上げます！お楽しみに(^O^)！（原稿/佐藤ひかる）

Thank you for everyone.

GLOBAL PRODUCE Co.,Ltd. TEL：03-5738-2117

Data

【出典】
国⽴立立社会保障・⼈人⼝口問題研究所「出⽣生動向基本調査」

Leader
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KDDI ∞ Labo 6th DemoDay GP Partners

「美人すきる゙書道家」として新聞に取り上
けら゙れ、TV等でのメディアで話題の涼風花
さん。 新製品発表会やキックオフイヘン゙ト、
周年式典等のイベントのオープニングで貴
社の今期のテーマを書いて頂きませんか？

涼⾵風花 RYO-FUUKA

⼀一⽂文字に魂を。
美⼈人すぎる書道家

桑沢デザイン研究所研究科卒業後、96年
渡仏。空間演出を学び、Cote D'azur
Flower Art コンクールグランプリ受賞暦
を持つ大西さん。空間デザインと花を通
じ国内外の数々のトップブランドの空間
演出を担当。
和洋を超越したデザインを軸に今年一番
の話題のANdAZのバンケット装飾も手が
けているそう。VIPやカスタマー向けイベ
ント、表彰式の会場に「生」を吹き込み
ませんか？

⼤大⻄西⾹香次郎郎
KŌJIRO ONISHI

プロジェクト特集

光畑の
独り⾔言

「IT」と「リアル」
の融合

空間に「⽣生」を吹き込むデザイナー

起業家スーパーキャリアカンファレンス
2014summer

「⽬目指すは世界No.1」

GP未来へ向けた2⽇日間のインターンプログラム

Event  Producerʼ’s  College

1500名もの学⽣生が⼀一堂に会する
ビッグイベント
起業家志向の学⽣生のための祭典
「起業家スーパーキャリアカンファレンス
2014Summer」に参戦！

当日は、大活躍中の起業家や投資家の方々によるパネルディスカッショ

ンや数々のベストセラーを輩出している神⽥田昌典⽒氏と勝間和代⽒氏
による対談、VCの村⼝口和孝⽒氏の登場など、起業家志向の学生に

とって夢のようなビッグゲストが登壇。そんな中、我々グローバルプロ

デュースもベンチャー企業30社のうちの1社として参加しました。プロ

グラムの中で、会社紹介プレゼンの時間が設けられていたのですが、当
社はトップバッターでプレゼンしました。（何でも一番が好きなんで

す。笑）プレゼンターは、新卒1年年⽬目の村上が務めました。人事採

用サブリーダーとして、会社の仕事内容とその魅力をプレゼンしました。

（GPメンバーが会場からヤジ？応援？を飛ばしてくるので、やりにくさ

100倍。笑）制作したばかりのGPプロモーションムービーも初お
披露露⽬目しまして、学生さんから大変好評をいただきました！勢いのあ

るイベントに当社もどんどん参画して、より多くの方にGPを知っていた

だくべく頑張っていきます！（原稿/村上裕紀）

夏の⼀一⼤大イベント『VERY FES.2014』
⼤大盛況にて無事終了了！

今回で6回⽬目となるKDDI ∞  Labo DemoDayが大好評で無事

終了致しました。KDDI ∞ LaboとはKDDIさんが主催する革新的なサービス

のアイデアを有するスタートアップ企業やエンジニアを対象としたイン

キュベーションプログラムです。イベントではKDDIさんが支援する様々な

魅力的なITベンチャー企業の皆様のプレゼンテーションが実施されま

した。当社では、ステージ進行演出・スペースプランニング・映像機材関

係のお手伝いを前回からさせて頂いています。今回ステージテーマはず
ばり“⻄西海岸⾵風”です。GPスタッフ一同このイベントの大ファンで毎回

プレゼンテーションを楽しみにしています！皆様気になったら、どうぞ

Webサイトを見て下さいね！（原稿/光畑真樹）

Event
Contents
Collection

Vol.3

グローバルプロデュースのHPがリニューアルされました（パチパチ）
どのイベント会社よりもカッコよくて楽しいHPにしたいという想いでこだわって制作している当社のHP。

この度よりみなさんに楽しんで頂けるように、リニューアル致しました。どこが変わったか分からない？そんな方のために、GPのWEB担当こと村上がご説明させていただ

きます。まず、ページを開いて一番に目に飛び込んでくる当社のプロモーションムービーに注目して頂きたいです。みなさん、もう再生して頂けましたか？めちゃく

ちゃかっこいいです！ロケ地は当社のオフィス、下北沢、そして某有名ホテルに無理言ってロケをさせていただきました。（ご協力本当にありがとうございます。）そして、

もう一つの目玉が「TOPICSページ」です！TOPICSページでは、定期的に最新のイベント情報や、GPの現場レポート、最新機材紹介やパートナーさんのご紹介など、い

つ訪れても楽しんでもらえるような記事を今後どんどんアップしていく予定です！PV数を上げるコツは、WEB内にどれだけ検索される効果的なワードを増やせるかです。

そのためにGoogle Analyticsを活用し、増えてくる検索ワードをチェックすることで、次はそのワードを多く使ったさらに効果的な記事を書く…。当たり前で地道な作業で

すが、これが最も近道だと思います。最後に私村上から、パートナー会社として制作をご一緒させていただいた株式会社バーチュオーゾの大澤さん、素敵なプロモーション

ムービーを制作してくださったグッドフィーリングのみなさん、本当にありがとうございました。

⽉月間1000PVから15000PVへ！

最近の学⽣生は凄いです。昨年に引き続き2回目と

なるGP夏のインターンを実施。約40名の学生の皆さ

んにご参加頂きました。DAY1は「イベントプランニン

グの基礎講習」「世界中のビッグイベントから学ぶ演

出」「プレゼンテーション講習」を実施し、午後から

DAY2にかけて「各チームによるイベント企画コンテス

ト」「最終プレゼンテーション」を実施致しました。今

回は特に上位2チームのイベントプランが飛びぬけて素

晴らしかったです。僕⾃自⾝身すぐに参加したくなるよ
うなアイデアでした。さて冒頭の最近の学生の話です

が、「驚くほど前向き」「協調性を持っている」「何故

か社会貢献の意識が高い」等を感じました。これはウカ

ウカしていられない！本気でそう感じた楽しく充実し
た2⽇日間でした。意外に疲れました。

（原稿/光畑真樹）

「ベンチャー企業にはエッジが⼤大事だよ」そう言われ続けて、もうすぐ3年が経とうとしています。当社のエッジ

は何だろう…？企画が飛びぬけて魅力的でご満足頂ける価格、準備制作段階でのサービスや段取りの徹底、明るく一

生懸命なスタッフ、海外イベントのノウハウ…。そしてHPが楽しく情報に溢れている！「これでいいじゃない

か・・・頑張ってるじゃないか」そんな思いがあることをキッカケに最近少しだけ変わりました。（ほんの少しです

よ）キッカケは当社のWebサイトの改修でした。なんと⽉月間PVが1000PVから15000PVに改修直後の
ひと⽉月⽬目に伸びたのです。「何故だ？誰が15000回も見てるのだ？」。しかも大きな改修ではない。予算もあまり

かけていない。ただ、我々は“リアル”をウリにするイベントプロデュース会社です。いわば“ITは敵?”のよう
なスタンスを僕はどこかで考えていました。勿論イベントの様子をLIVE配信したり、電子チケットを活用する

下記の写真は、8/16に開催された神宮花火
大会において絵画館前特別席の装飾及び運
営を当社がお任せ頂いた際の大西香次郎さ
んの作品。「和傘」と「竹」をアレンジし
たオブジェは参加者から大好評！記念写真
を撮る人が絶えませんでした。絵画館前で
はフィナーレに“プロジェクションマッピ
ング”を実施。壮大な演出に参加者の皆様
も大満足されていました。

年年間1000本以上のスマートフォンチケットを配信！
tixee（ティクシー）は、特許も取得されているスマートフォンチケットです。スマートフォン1台
で、誰でも簡単にイベントの検索索からチケットの購⼊入まで⾏行行うことが出来ます。⾳音楽・舞台・スポーツ・美
術館・脱出ゲーム・宝探しなど、多ジャンルに渡る電⼦子チケットを配信。創業3年年⽬目にして、業界から⼤大注
⽬目されている⾰革新的なサービス。ビジネスモデルとしては、O to O（オンラインtoオフライン）のサービス
で、チケットを購⼊入したお客様、つまりお⾦金金を払って何時にここに⾏行行きますという未来⾏行行動がお約束された
⼈人を店舗に送客するマーケティングサービスです。企業のイベントにも多数導⼊入実績があり、参加費無
料料のイベントに関しては、チケットも無料料で作成、利利⽤用することができます。

注⽬目！
スマートフォン上のチケットは、本当の紙のチケットをもぎるよう
な感覚です。受付時に⾯面倒なことは⼀一切切なし。開場直前のバ
タバタしている時に、名簿と擦り合わせながらのチェックはもう
不不要です。受付に来た⽅方のスマホ画⾯面をサッともぎるだけで受
付完了了。名簿管理理もPC上でバッチリです。受付対応にお困り
の⽅方は導⼊入してみてはいかがでしょうか。

Live Styles 株式会社
−⽬目指すは世界⼀一の企画会社−
所在地：〒150-0044 

東京都渋⾕谷区円⼭山町20-1 11F
設 ⽴立立：2011年年5⽉月16⽇日
代表取締役CEO：松⽥田 晋之介

KDDI ∞  Labo
グローバルに通⽤用するインターネットサービスを創り出す
起業家・エンジニアを⽀支えるためのプラットフォーム
所 在 地 ：〒150-8510

東京都渋⾕谷区渋⾕谷2-21-1 渋⾕谷ヒカリエ32F
設 ⽴立立 ：2011年年8⽉月
ラ ボ ⻑⾧長 ：江幡智広
WEBサイト： http://www.kddi.com/ventures/mugenlabo/

▲神宮花火大会 大西さんの作品

VERY FES.2014
VERY FES.2014
⼤大⼈人気⼥女女性誌が⾏行行う年年に⼀一度度の読者向けフェス
開催⽇日時 ：2014年年8⽉月23⽇日（⼟土）
会 場：明治記念念館
参 加 者：VERY読者招待 150名300名
出 演 者：井川遥さん、板⾕谷由夏さん、滝沢眞規⼦子さん、

クリス-ウェブ佳⼦子さん、他VERYモデル多数出演
スペシャルLIVE 岸⾕谷⾹香さん

WEBサイト： http://meet.veryweb.jp/ 「Meet VERY」

Live Styles 株式会社
上⾕谷 玲玲⼦子さん
とてもお綺麗麗で素敵な上⾕谷さん。
好きなタイプも聞いちゃいました。
友達が多く、家族思いで、⼀一緒にいて⾃自然体で居ら
れる⼈人がタイプとのことです。こんな美⼈人な⽅方に対応
して頂けるというだけでも、tixeeを導⼊入してみる価
値はあるのではないでしょうか。
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8

ような事は良く実施していますが、あくまでリアルが主体です。今後、諸先輩方にアドバイス頂いた“エッジ”が生まれるとしたら「IT（デジタル＆ソーシャル）」と
「リアルイベント」の魅⼒力力的な融合にあるのでは？と感じる今日このごろです。あれっ？・・・「光畑 答えはないのか！」と怒られそうな内容になってしまいました

が・・・ないです。ゴメンナサイ。これからもGPを宜しくお願い申し上げます。アドバイスお待ちしております。

（株式会社グローバルプロデュース 代表 チーフディレクター 光畑 真樹）

▲会場の様⼦子
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8

StuDIG by株式会社ディー・エヌ・エー

実際のビジネスと全く同じアウトプットを求められる環境下で、参加した学生が劇的な成長をするインターンシップ「StuDIG」。

最終審査会にはDeNA経営陣のほか、外部からビジネスのプロが招聘されます。今回の特別ゲスト審査員は、最年年少上場記録を
持つ株式会社リブセンスの村上太⼀一⽒氏でした。そして、なんと優勝チームは、本場のビジネスの空気を感じるシリコン
バレーツアーにご招待されます！（すごい！）当社は、映像制作のお手伝いをさせていただきました。4日間映像チームと一

緒に学生たちの姿をカメラで追いかけ、同時進行で映像を制作。最終日にはフラッシュバックを懇親会中に放映しました。4日間学

生たちと時間を共にしただけに、最後映像を見ながら感極まっている学生のみなさんを見て、私たちの喜びもひとしおでした。

StuDIGはメディアからも大注目されているインターンシップです。⽇日本テレビ「NEWS ZERO」で次週放送予定で、今後
ますます注⽬目されるインターンシップになりそうです。当社も「NEWS ZERO」に取り上げられたいものです。

（原稿/村上裕紀）

もっと⽇日本中に知ってもらうために

GP WEB RENEWAL
208

Wed
MEDIA PICKUP

NHK と NEWS ZERO が取材！⽇日本最難関のインターンシップをお⼿手伝い

株式会社光⽂文社
広告局ブランド事業部

引⽥田沙羅羅 様

GLOBAL PRODUCE Co.,Ltd. www.global-produce.jp

ファミリーで来られる来場者が多くママ達だけでなく、パパにもキッズにも楽しんで頂けるコンテンツ

を沢山ご用意しました！今年のゲストはトークショーに井川遥さん、板⾕谷由夏さん、スペシャル

LIVEに元プリンセスプリンセスの岸⾕谷⾹香さんと豪華なゲストでスタッフもワクワク(笑)普段はあまり

聞けない弾き語りverの「ダイヤモンド」に会場の全員が聞き入ってしまいました。また、会場の明

治記念館の特製ランチブッフェも例年以上にとても賑わっていました！VERY FES.2014を通し、モデル

の皆さん、編集部、協賛社、出演者、そして何より参加者の方々がいて素晴らしいイベントは成り立つ

ものなのだと、改めて再認識した一日でした。（原稿/山本優里子）

当社が、昨年よりお手伝いさせて頂いている本イベ

ント。今年はステージ、協賛ブースやミセスCEO

ブースも更にグレードアップ。普段は会うことので

きない生のVERYモデル一同に会える唯一の夏のお祭

り！という事で150組300名の抽選枠に対し、
応募者数は1000組を超えたそうです。VERY

の影響力の高さが伺えますね！

広報室室⻑⾧長
イベントディレクター

宮永 ⿇麻代

↓ナルシスト！

お問い合わせ先：GLOBAL PRODUCE Co.,Ltd. TEL：03-5738-2117

全国から数百倍の倍率率率を勝ち抜いた学⽣生と
DeNAの事業を担う役員陣の4⽇日間「本気」の事業⽴立立案

▲当⽇日のプレゼンテーション資料料（気合⼊入れました！）

▲学⽣生と対話するコミュニケーションブース
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披露露⽬目しまして、学生さんから大変好評をいただきました！勢いのあ

るイベントに当社もどんどん参画して、より多くの方にGPを知っていた

だくべく頑張っていきます！（原稿/村上裕紀）

夏の⼀一⼤大イベント『VERY FES.2014』
⼤大盛況にて無事終了了！

今回で6回⽬目となるKDDI ∞  Labo DemoDayが大好評で無事

終了致しました。KDDI ∞ LaboとはKDDIさんが主催する革新的なサービス

のアイデアを有するスタートアップ企業やエンジニアを対象としたイン

キュベーションプログラムです。イベントではKDDIさんが支援する様々な

魅力的なITベンチャー企業の皆様のプレゼンテーションが実施されま

した。当社では、ステージ進行演出・スペースプランニング・映像機材関

係のお手伝いを前回からさせて頂いています。今回ステージテーマはず
ばり“⻄西海岸⾵風”です。GPスタッフ一同このイベントの大ファンで毎回

プレゼンテーションを楽しみにしています！皆様気になったら、どうぞ

Webサイトを見て下さいね！（原稿/光畑真樹）
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グローバルプロデュースのHPがリニューアルされました（パチパチ）
どのイベント会社よりもカッコよくて楽しいHPにしたいという想いでこだわって制作している当社のHP。

この度よりみなさんに楽しんで頂けるように、リニューアル致しました。どこが変わったか分からない？そんな方のために、GPのWEB担当こと村上がご説明させていただ

きます。まず、ページを開いて一番に目に飛び込んでくる当社のプロモーションムービーに注目して頂きたいです。みなさん、もう再生して頂けましたか？めちゃく

ちゃかっこいいです！ロケ地は当社のオフィス、下北沢、そして某有名ホテルに無理言ってロケをさせていただきました。（ご協力本当にありがとうございます。）そして、

もう一つの目玉が「TOPICSページ」です！TOPICSページでは、定期的に最新のイベント情報や、GPの現場レポート、最新機材紹介やパートナーさんのご紹介など、い

つ訪れても楽しんでもらえるような記事を今後どんどんアップしていく予定です！PV数を上げるコツは、WEB内にどれだけ検索される効果的なワードを増やせるかです。

そのためにGoogle Analyticsを活用し、増えてくる検索ワードをチェックすることで、次はそのワードを多く使ったさらに効果的な記事を書く…。当たり前で地道な作業で

すが、これが最も近道だと思います。最後に私村上から、パートナー会社として制作をご一緒させていただいた株式会社バーチュオーゾの大澤さん、素敵なプロモーション

ムービーを制作してくださったグッドフィーリングのみなさん、本当にありがとうございました。

⽉月間1000PVから15000PVへ！

最近の学⽣生は凄いです。昨年に引き続き2回目と

なるGP夏のインターンを実施。約40名の学生の皆さ

んにご参加頂きました。DAY1は「イベントプランニン

グの基礎講習」「世界中のビッグイベントから学ぶ演

出」「プレゼンテーション講習」を実施し、午後から

DAY2にかけて「各チームによるイベント企画コンテス

ト」「最終プレゼンテーション」を実施致しました。今

回は特に上位2チームのイベントプランが飛びぬけて素

晴らしかったです。僕⾃自⾝身すぐに参加したくなるよ
うなアイデアでした。さて冒頭の最近の学生の話です

が、「驚くほど前向き」「協調性を持っている」「何故

か社会貢献の意識が高い」等を感じました。これはウカ

ウカしていられない！本気でそう感じた楽しく充実し
た2⽇日間でした。意外に疲れました。

（原稿/光畑真樹）

「ベンチャー企業にはエッジが⼤大事だよ」そう言われ続けて、もうすぐ3年が経とうとしています。当社のエッジ

は何だろう…？企画が飛びぬけて魅力的でご満足頂ける価格、準備制作段階でのサービスや段取りの徹底、明るく一

生懸命なスタッフ、海外イベントのノウハウ…。そしてHPが楽しく情報に溢れている！「これでいいじゃない

か・・・頑張ってるじゃないか」そんな思いがあることをキッカケに最近少しだけ変わりました。（ほんの少しです

よ）キッカケは当社のWebサイトの改修でした。なんと⽉月間PVが1000PVから15000PVに改修直後の
ひと⽉月⽬目に伸びたのです。「何故だ？誰が15000回も見てるのだ？」。しかも大きな改修ではない。予算もあまり

かけていない。ただ、我々は“リアル”をウリにするイベントプロデュース会社です。いわば“ITは敵?”のよう
なスタンスを僕はどこかで考えていました。勿論イベントの様子をLIVE配信したり、電子チケットを活用する

下記の写真は、8/16に開催された神宮花火
大会において絵画館前特別席の装飾及び運
営を当社がお任せ頂いた際の大西香次郎さ
んの作品。「和傘」と「竹」をアレンジし
たオブジェは参加者から大好評！記念写真
を撮る人が絶えませんでした。絵画館前で
はフィナーレに“プロジェクションマッピ
ング”を実施。壮大な演出に参加者の皆様
も大満足されていました。

年年間1000本以上のスマートフォンチケットを配信！
tixee（ティクシー）は、特許も取得されているスマートフォンチケットです。スマートフォン1台
で、誰でも簡単にイベントの検索索からチケットの購⼊入まで⾏行行うことが出来ます。⾳音楽・舞台・スポーツ・美
術館・脱出ゲーム・宝探しなど、多ジャンルに渡る電⼦子チケットを配信。創業3年年⽬目にして、業界から⼤大注
⽬目されている⾰革新的なサービス。ビジネスモデルとしては、O to O（オンラインtoオフライン）のサービス
で、チケットを購⼊入したお客様、つまりお⾦金金を払って何時にここに⾏行行きますという未来⾏行行動がお約束された
⼈人を店舗に送客するマーケティングサービスです。企業のイベントにも多数導⼊入実績があり、参加費無
料料のイベントに関しては、チケットも無料料で作成、利利⽤用することができます。

注⽬目！
スマートフォン上のチケットは、本当の紙のチケットをもぎるよう
な感覚です。受付時に⾯面倒なことは⼀一切切なし。開場直前のバ
タバタしている時に、名簿と擦り合わせながらのチェックはもう
不不要です。受付に来た⽅方のスマホ画⾯面をサッともぎるだけで受
付完了了。名簿管理理もPC上でバッチリです。受付対応にお困り
の⽅方は導⼊入してみてはいかがでしょうか。

Live Styles 株式会社
−⽬目指すは世界⼀一の企画会社−
所在地：〒150-0044 

東京都渋⾕谷区円⼭山町20-1 11F
設 ⽴立立：2011年年5⽉月16⽇日
代表取締役CEO：松⽥田 晋之介

KDDI ∞  Labo
グローバルに通⽤用するインターネットサービスを創り出す
起業家・エンジニアを⽀支えるためのプラットフォーム
所 在 地 ：〒150-8510

東京都渋⾕谷区渋⾕谷2-21-1 渋⾕谷ヒカリエ32F
設 ⽴立立 ：2011年年8⽉月
ラ ボ ⻑⾧長 ：江幡智広
WEBサイト： http://www.kddi.com/ventures/mugenlabo/

▲神宮花火大会 大西さんの作品

VERY FES.2014
VERY FES.2014
⼤大⼈人気⼥女女性誌が⾏行行う年年に⼀一度度の読者向けフェス
開催⽇日時 ：2014年年8⽉月23⽇日（⼟土）
会 場：明治記念念館
参 加 者：VERY読者招待 150名300名
出 演 者：井川遥さん、板⾕谷由夏さん、滝沢眞規⼦子さん、

クリス-ウェブ佳⼦子さん、他VERYモデル多数出演
スペシャルLIVE 岸⾕谷⾹香さん

WEBサイト： http://meet.veryweb.jp/ 「Meet VERY」

Live Styles 株式会社
上⾕谷 玲玲⼦子さん
とてもお綺麗麗で素敵な上⾕谷さん。
好きなタイプも聞いちゃいました。
友達が多く、家族思いで、⼀一緒にいて⾃自然体で居ら
れる⼈人がタイプとのことです。こんな美⼈人な⽅方に対応
して頂けるというだけでも、tixeeを導⼊入してみる価
値はあるのではないでしょうか。
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ような事は良く実施していますが、あくまでリアルが主体です。今後、諸先輩方にアドバイス頂いた“エッジ”が生まれるとしたら「IT（デジタル＆ソーシャル）」と
「リアルイベント」の魅⼒力力的な融合にあるのでは？と感じる今日このごろです。あれっ？・・・「光畑 答えはないのか！」と怒られそうな内容になってしまいました

が・・・ないです。ゴメンナサイ。これからもGPを宜しくお願い申し上げます。アドバイスお待ちしております。

（株式会社グローバルプロデュース 代表 チーフディレクター 光畑 真樹）

▲会場の様⼦子
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StuDIG by株式会社ディー・エヌ・エー

実際のビジネスと全く同じアウトプットを求められる環境下で、参加した学生が劇的な成長をするインターンシップ「StuDIG」。

最終審査会にはDeNA経営陣のほか、外部からビジネスのプロが招聘されます。今回の特別ゲスト審査員は、最年年少上場記録を
持つ株式会社リブセンスの村上太⼀一⽒氏でした。そして、なんと優勝チームは、本場のビジネスの空気を感じるシリコン
バレーツアーにご招待されます！（すごい！）当社は、映像制作のお手伝いをさせていただきました。4日間映像チームと一

緒に学生たちの姿をカメラで追いかけ、同時進行で映像を制作。最終日にはフラッシュバックを懇親会中に放映しました。4日間学

生たちと時間を共にしただけに、最後映像を見ながら感極まっている学生のみなさんを見て、私たちの喜びもひとしおでした。

StuDIGはメディアからも大注目されているインターンシップです。⽇日本テレビ「NEWS ZERO」で次週放送予定で、今後
ますます注⽬目されるインターンシップになりそうです。当社も「NEWS ZERO」に取り上げられたいものです。

（原稿/村上裕紀）

もっと⽇日本中に知ってもらうために

GP WEB RENEWAL
208

Wed
MEDIA PICKUP

NHK と NEWS ZERO が取材！⽇日本最難関のインターンシップをお⼿手伝い

株式会社光⽂文社
広告局ブランド事業部

引⽥田沙羅羅 様

GLOBAL PRODUCE Co.,Ltd. www.global-produce.jp

ファミリーで来られる来場者が多くママ達だけでなく、パパにもキッズにも楽しんで頂けるコンテンツ

を沢山ご用意しました！今年のゲストはトークショーに井川遥さん、板⾕谷由夏さん、スペシャル

LIVEに元プリンセスプリンセスの岸⾕谷⾹香さんと豪華なゲストでスタッフもワクワク(笑)普段はあまり

聞けない弾き語りverの「ダイヤモンド」に会場の全員が聞き入ってしまいました。また、会場の明

治記念館の特製ランチブッフェも例年以上にとても賑わっていました！VERY FES.2014を通し、モデル

の皆さん、編集部、協賛社、出演者、そして何より参加者の方々がいて素晴らしいイベントは成り立つ

ものなのだと、改めて再認識した一日でした。（原稿/山本優里子）

当社が、昨年よりお手伝いさせて頂いている本イベ

ント。今年はステージ、協賛ブースやミセスCEO

ブースも更にグレードアップ。普段は会うことので

きない生のVERYモデル一同に会える唯一の夏のお祭

り！という事で150組300名の抽選枠に対し、
応募者数は1000組を超えたそうです。VERY

の影響力の高さが伺えますね！

広報室室⻑⾧長
イベントディレクター

宮永 ⿇麻代

↓ナルシスト！

お問い合わせ先：GLOBAL PRODUCE Co.,Ltd. TEL：03-5738-2117

全国から数百倍の倍率率率を勝ち抜いた学⽣生と
DeNAの事業を担う役員陣の4⽇日間「本気」の事業⽴立立案

▲当⽇日のプレゼンテーション資料料（気合⼊入れました！）

▲学⽣生と対話するコミュニケーションブース
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http://www.kddi.com/ventures/mugenlabo/
http://meet.veryweb.jp/
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企業イベント総合プロデュースカンパニー　GLOBAL PRODUCE 
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KDDI ∞ Labo 6th DemoDay 
VERY FES.2014 
 
DeNA  StuDIG 
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Live Styles 株式会社 　上谷さん　tixee 
 
起業家スーパーキャリアカンファレンス2014Summer参戦！ 
GPインターン夏の陣　Event Producers College  
LOVE FES.2014開催決定 
（インターン学生 優勝チームのEVENT Planを実現） 
 

New GP Web 
 

Event Professionals 
 RYO-FUUKA 涼風花 
 KOJIRO ONISHI　大西香次郎 
 
 光畑の独り言「IT」と「リアル」の融合 
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