
株式会社 エフプランニングは
イベント・展示会をトータルプロデュースする会社です。

株式会社 エフプランニング ｜ CORPORATE  GU I D E

イベント事業をすべての角度から見据えたサービス提供を目指します。

常にお客様の立場でニーズにお応えするために
努力（effort）し続け、

イベントの社会的効果（effect）に役立ちたいと
思っております。
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株式会社 エフプランニング　会 社 概 要

COMPANY PROFILE会 社 概 要　

名　　称

資 本 金

代 表 者

設　　立

所 在 地

従 業 員

決 算 期

取引銀行

主な業務

主な取引先

アクセス

株式会社 エフプランニング

2,000万円

木山 千春

平成9年12月

〒530-0047 大阪市北区西天満5-6-4 SNビル5F
TEL 06-6311-0117  FAX 06-6311-0234

13名

12月

三菱東京UFJ銀行　天神橋支店
大阪市信用金庫　本店

1.展示会・イベント・店舗の企画・立案・会場検索・設計・施工・監理
2.展示会・イベントの事務局代行・運営業務・スタッフ派遣
3.マーケティングリサーチおよびプロデュース業務
4.ディスプレイ及び美術看板、什器、備品等の企画・設計・施工
5.カタログ・パンフレットのデザイン・制作
6.上記に関するサービス全般・アウトソーシング業務

(株)リクルートホールディングス／(株)リクルートメディカルキャリア
阪急阪神ビルマネジメント(株)／(公社)日本表面科学会／(一社)日本真空学会
(公社)日本小児科学会／(一社)日本ロボット学会／(一社)布施医師会
(独)産業技術総合研究所／大阪市経済局／日本政策金融公庫
大阪産業創造館／奈良県商工労働部／(一社)大阪労働協会／(公社)日本フラワーデザイナー協会
(株)SHINDO／双日マシナリー(株)／(株)リンクイベントプロデュース
アジア大平洋トレードセンター(株)／(株)日本ドリコム／(株)エヌ・ティ・ティ・アド
(株)オービックビジネスコンサルタント／長瀬産業(株)／(株)日研工作所／(株)村田機械／(株)湘南貿易
(株)ジュピターテレコム／(株)テイエルブイ／(株)内田洋行／ネット(株)／オリックス(株)　
(株)ヘミングス／全日本積穂俳画協会／日本デコラティブペインティング協会
(株)プラスチック工学研究所／神港テクノス㈱／パスカル㈱／大阪私立中学校高等学校連合会
その他（順不同）

※大阪商工会議所　会員

●地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅　1番出口 5分
●JR東西線 大阪天満宮駅　3番出口 5分

株式会社エフプランニングは、
プライバシーマークを取得済みです
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事 業 内 容

The contents of an enterprise事 業 内 容　

データ入力・集計　申込受付～参加者管理
参加証制作～発送　参加費請求～入金管理
FAX・メール一括配信サービス

スタッフ派遣　名札制作　来場者管理
運営備品手配　出展者対応

オプション物請求　アンケート集計
お礼状発送　来場者分析　報告書提出
反省会参加

イベント当日の受付対応イベント当日の受付対応

告知ツール制作、業務代行から
事務局開設による参加者管理まで

イベント終了後の来場者への
フォロー及び来場者データの集計
イベント終了後の来場者への
フォロー及び来場者データの集計

トータルプロデュース
展示会・セミナーを中心に、PRイベント、SPイベントに、インセンティブイベントなどあらゆるイベントの企画立案・プロデュースは
もちろん、当日運営や事前・事後の事務的業務まであらゆるイベントのシーンでのサポートをトータルで実施致します

イベントトータルプロデュース

デザイン・制作

事務局業務

イベント企画

業界情報の収集・分析からコンセプト
会場・美術・映像・印刷物・運営の提案
業界情報の収集・分析からコンセプト
会場・美術・映像・印刷物・運営の提案

コンセプトに基づいた各種ツールの
制作進行
コンセプトに基づいた各種ツールの
制作進行

イベント当日の円滑な運営・進行イベント当日の円滑な運営・進行

●プランニング

●ディレクション

●オペレーション

●事前サポート

●当日サポート

●事後サポート

会場探しから
当日の運営まで
トータルにサポート

あらゆるツールの
デザイン・制作から
設営・現場管理

まで

業界情報収集・分析　コンセプトメイク
会場・美術プラン　音響・照明プラン
映像プラン　印刷物プラン　運営プラン

会場装飾　映像　ネットワーク構築
印刷物　コスチューム　ケータリング

会場設営　運営・進行　スタッフ派遣
運営マニュアル作成　進行台本作成
各種備品手配　記録

◆会場レイアウト
◆展示会ブースデザイン
◆3Dパース図制作
◆誘導サイン計画・デザイン、制作
◆説明パネル

◆ポスター・バナー
◆印刷物制作
　● パンフレット
　● 場内案内図
　● DM
　●カード類・配布物 など

 TRADE SHOW, 
EXHIBITION

トレードショー・
エキシビジョン
プロデュース

CORPORATE EVENT

コーポレートイベント
プロデュース

 TOTAL PRODUCE!

3Dパース図／カードデザイン

CEREMONY,
PR EVENT,
 SEMINAR

セレモニー・
PRイベント・
セミナー

プロデュース

PRIVATE SHOW, 
SALES PROMOTION

プライベートショー・
セールスプロモーション

プロデュース
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テーマ・予算・開催時間などヒアリング

レイアウト・サイン案作成、
CGによるイメージ作成など

サイン類・運営マニュアル作成、
スタッフ手配、必要備品調達など

各対応、場内メンテナンス・安全管理

企画からイベント終了までの流れ企画からイベント終了までの流れ

1打ち合わせ打ち合わせ

2会場検索会場検索

3企画・立案企画・立案

4書類申請書類申請

5制  作制  作

6設  営設  営

7運　営運　営

8事後報告事後報告

関係各所の申請代行、打ち合わせなど

品質・安全管理、スタッフ教育

現地調査

アンケート集計、報告書作成



業 務 実 績

CEREMONY,PR EVENT, SEMINAR PRODUCE
セレモニー・PRイベント・セミナー プロデュース
企業様にとって大切な１日は、私たちにとっても大切な1日です。
オリジナリティ溢れる、魅力的な時間を演出できるよう、また、お客様の心に残る1日になるよう、全力を挙げて
サポートさせていただきます。

Operating actual result業 務 実 績　

We are OCA 大阪コミュニケ-ションアート専門学校
進級・卒業制作展
会場：ハ-ビスホール／OMMビル／マイドームおおさか
対応業務：会場装飾施工
※1998～2000年まで実施

関西自然健康食品フェア
会場：OMMビル
対応業務：事務局、会場手配、招待状等印刷物デザイン・制作、
WEB制作、会場基礎・装飾施工、出展ブースデザイン・施工、
事後集計、コンパニオン・MC手配 ほか
※2004年まで年１回 実施

第11回　日本アレルギー学会　春季臨床大会
主催：社団法人日本アレルギー学会
会場：ハ-ビスホール／ザ・リッツカールトン大阪
対応業務：会場設営、サイン制作

テクノマート大阪
主催：財団法人日本立地センター
会場：マイドームおおさか／大阪産業創造館
対応業務：会場設営、サイン制作

ハービスOSAKA ジャズ de クリスマス
主催：ハービスOSAKA　会場：ハ-ビスホール
対応業務：会場装飾、サイン制作
　
ライフサポートフェア 2000（丹平中田(株)主催）
会場：OMMビル
対応業務：会場基礎施工、サイン制作
※2001年も実施

りんくうプレミアムアウトレット アルバイト合同説明会
対応業務：事務局設置（TEL）、運営

人間行動適合型生活環境創出システム技術シンポジウム
主催：社団法人人間生活工学研究センター ほか
会場：産業技術総合研究所　基礎融合棟
対応業務：会場設営、ケータリング手配、パンフレット制作

WORLD GROUP OPEN SEMINAR
主催：(株)ワールド　　会場：神戸国際会議場
対応業務：運営、会場設営

第39回 日本社会保険医学会総会
主催：日本社会保険医学会　　会場：大阪国際会議場
対応業務：会場基礎施工、サイン制作

ナチュラルエキスポ2002　西日本ブロックブース
会場：東京ビッグサイト
対応業務：合同出展企画、事務局、ブース施工
※2003年も実施
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日本ロボット学会 創立20周年記念行事
主催：日本ロボット学会　　会場：大阪大学豊中キャンパス
対応業務：会場設営、サイン制作

「寝たきりを防ぐ生活習慣」講演会
主催：社団法人布施医師会　　会場：ペアーレ東大阪
対応業務：会場設営、運営、DM・パンフレット・ノベルティ制作

AMERICAN NAIL CUP 2003 IN KOBE
会場：神戸ポートターミナルホール
対応業務：会場基礎施工、運営、サイン制作  ほか

商い繁盛館
会場：アジア大平洋トレードセンター ATM棟 3F
対応業務：会場設営、説明パネル制作  ほか

第3回中国四国地区活性フェア（晴れの国健康体験フェア）
会場：岡山コンベンションセンター
対応業務：事務局、会場基礎施工、サイン・招待状等印刷物制作

社会に開かれた大学・大学院展
主催：大学入学情報図書館RENA
会場：東京、名古屋、大阪
対応業務：会場設営　　※99年より年１回実施

BASIC BUSINESS COLLEGE
主催：ヤンセンファーマ(株)
会場：ステラホール、IMPホール
対応業務：運営、サイン制作　　※2003年より実施

オージス総研採用セミナー「IT career strategy seminar」
主催：(株)オ-ジス総研　
会場：大阪国際会議場、東京ニューピアホール
対応業務：企画、会場設営、運営、サイン制作

富士通採用セミナー「One-day Internship」
主催：(株)富士通　　会場：IMPホール
対応業務：会場設営、運営

NAIL FESTIVAL 2004 IN OSAKA
主催：日本ネイリスト協会
会場：ハービスホール／ATCホール
対応業務：会場基礎・装飾施工、運営、サイン制作  ほか　※2003年も実施

2004 Nail・Olym・pics in KOBE
会場：神戸ファッションマート
対応業務：会場基礎・基礎施工、運営、サイン制作  ほか

IBM Software World 2005 
主催：IBM
会場：東京国際フォーラム／ヒルトン大阪
対応業務：運営、説明パネル制作事務局、パネル制作
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lt東海大学入試会場
主催：学校法人東海大学　　会場：日本コンピュータ学院
対応業務：会場設営、サイン制作、ケータリング手配
※2006年まで年１回 実施

MUSIC POWER STATION　高校生バンドコンテスト
主催：(株)日本ドリコム
会場：なんばHatch
対応業務：サイン制作　
※2000年～2006年まで年１回 実施

2006 Hawaiian Nail Competition
主催：(株)ネイルズユニークオブジャパン
会場：ハイアットリージェンシー ワイキキ ボールルーム
対応業務：会場施工装飾、運営、サイン制作 ほか

第2回　東京 健康・自然食品展示商談会
主催：ムソー(株)
会場：サンライズビル（東京）
対応業務：会場基礎施工、サイン制作
※2005年より年１回 実施

赤すぐキッズ Paty for Party
会場：アートグレイス・ウェディングコースト
対応業務：運営

NTTドコモ関西 会社説明会「モバイル・フロンティア」
主催：(株) NTTドコモ関西　　会場：IMPホール
対応業務：企画、事務局、運営、会場設営、事後集計業務
※2004年より実施

サンソウカン ビジネス支援イベント・mini見本市
主催：大阪産業創造館
会場：JR砂時計ひろば・阪急Co-ビックマン
対応業務：会場レイアウト、デザイン、施工 ほか

産業技術総合研究所　所内一般公開
主催：独立行政法人産業技術総合研究所
会場：産業技術総合研究所 関西センター 池田事業所、
        尼崎事業所
対応業務：会場設営・サイン制作
※年1回 実施

HITACHI GLOBAL ACADEMY
主催：日立製作所
会場：ハービスホール／大阪国際会議場
対応業務：会場設営、運営　　※年に3回実施

街づくりの未来体感セミナー
主催：三井不動産レジデンシャル(株)　　
会場：レ・ルミエール／梅田クリスタルホール
対応業務：会場設営、運営、サイン制作　※年に2回実施

ORIX Day（オリックスセミナー）
主催：オリックス(株)　　会場：ハ-ビスホール
対応業務：会場基礎施工　※2003年より年1回実施

NTT-WEST SEMINAR2009
～未来をガツンと“光”らせよう～
主催：(株) NTT西日本　　会場：ステラホール
対応業務：会場設営、サイン制作　※毎年実施

三井不動産 「価値創造ビジネス体感型セミナー」
主催：(株)三井不動産　　会場：IMPホール
対応業務：運営、会場設営　　※2004年より実施

YKKグループ就職説明会
会場：クリスタルホール／IMPホール／
　　  品川インターシティホール
対応業務：会場設営、サイン制作、運営　※2007年より実施　

2006. 2

2006. 3

2006. 10

2006. 10

2006. 10

2007. 2　
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日本政策金融公庫　営業開始式典／外装看板序幕式
会場：梅新第一生命ビル
対応業務：会場設営・テープカット・式典設営、サイン制作・設置
　
日本小児科学会 認定医試験
主催：(社)日本小児科学会　会場：オーバルホール／
        京都みやこメッセ
対応業務：会場設営・サイン制作  ほか　※2年に1回実施

Dr.ショーシャ　アンチエイジングセミナー
主催：藤井クリニック
会場：リーガロイヤルホテル大阪
対応業務：企画、運営、パンフレットデザイン・制作

真空・表面科学合同講演会
第30回 表面科学学術講演会／第51回 真空に関する連合講演会
主催：日本真空協会　社団法人日本表面科学会
会場：大阪大学銀杏会館
対応業務：会場基礎施工・サイン制作　※1998年より実施

(株)ジュピターテレコム（J:COM）　会社説明会
主催：(株)ジュピターテレコム　　
会場：梅田スカイビル／本社ビル／京都
対応業務：運営　※2008年度より毎年実施

イオングループ リクルーティングイベント
主催：イオングループ
会場：TFTホール／東京ビッグサイト
　　  大阪国際会議場／京セラドーム
対応業務：会場レイアウト・基礎施工・サイン制作・運営
※例年1月に東京・大阪で実施

第23回 JDPA大阪コンベンション
主催：日本デコラティブペインティング協会
会場：大阪国際会議場
対応業務：会場基礎・装飾施工、デザイン、サイン制作  ほか
※2004年より３年に１回実施

第47回 日本作業療法学会
主催：一般社団法人 日本作業療法士協会
会場：大阪国際会議場
対応業務：マニュアル作成・会場レイアウト・基礎施工・サイン制作

日本フラワーデザイン大賞2014／2016
主催：公益社団法人 日本フラワーデザイナー協会
会場：2014年度 パシフィコ横浜
        2016年度 みやこめっせ
対応業務：会場レイアウト・基礎施工・サイン、配布物制作

全日本積穂俳画協会　関西支部俳画展
主催：全日本積穂俳画協会
会場：大阪国際会議場
対応業務：会場レイアウト・基礎施工・サイン制作・スタッフ派遣
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業 務 実 績

Operating actual result業 務 実 績　

CORPORATE EVENT PRODUCE

ファーマー フェア 99
主催：全国農業会議所・社団法人日本農業法人協会
会場：梅田スカイビル タワーウエスト10F
対応業務：会場基礎施工、サイン制作

リクルート 新卒・若手社会人適職発見フェア・
とらばーゆスクエア
主催：(株)リクルート　　会場：ハ-ビスホール
対応業務：会場基礎施工、企画、運営、サイン制作

エンジニア転職フェア　パナソニック／トヨタグループ
主催：(株)リクルートエイブリック
会場：渡辺リクルートビル B2ホール／光明ホール
対応業務：会場基礎施工、サイン制作

第9回 APS就職フェア 
主催：アポプラスステーション(株)　
会場：ハ-ビスホール
対応業務：会場基礎施工、サイン制作

リクルート　薬学生のためのメディカルキャリアセミナー
主催：(株)リクルート
会場：渡辺リクルートビル B2ホール／梅田クリスタルホール
対応業務：企画、事務局、運営、会場基礎施工、サイン制作
※年２回 実施

JOBパーク JOBカフェOSAKA　就職フェア
主催：JOBカフェOSAKA　　
会場：梅田スカイビル／エルおおさか
対応業務：企画、運営、会場基礎施工、パンフレット、サイン制作
※2004年度より実施

リクルート FC＆独立開業フェア in 大阪、名古屋
会場：ATCホール／大阪国際会議場／吹上ホール／
       名古屋国際会議場
対応業務：会場基礎施工、サイン制作
※大阪年２回、名古屋年１回 実施

ドクターのための ジャミック開業予備校
主催：(株)リクルートドクターズキャリア
会場：東京、大阪、福岡、名古屋
対応業務：企画、会場設営、運営、サイン制作  ほか　
※2007年より年6回定期開催

リクルート 第2新卒・若手社会人のための JOBTOUR 
主催：(株)リクルート
会場：ハービスホール／梅田スカイビル
対応業務：企画、会場基礎施工、サイン制作、運営、事務局
※2005年より年4回 実施

1999. 3

2001. 7

2002. 11

2003. 2

2006. 2　
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就活スタジアム
主催：JOBカフェちば　　会場：秋葉原UDX
対応業務：会場設営、サイン・のぼり制作  ほか

(株)日本ドリコム　進学ガイダンス
主催：(株)日本ドリコム
会場：ハ-ビスホール／梅田スカイビル タワーウエスト10F
対応業務：会場設営　　※98年より年１回実施

奈良県での就職希望者のための　奈良県企業就職説明会
主催：奈良県 商工労働部雇用労政課
会場：奈良まほろば館（東京）
対応業務：企画、事務局、運営、会場設営、サイン制作

阪奈合同企業説明会
主催：大阪府、奈良県、財団法人大阪労働協会 ほか
会場：大阪府立体育館
対応業務：告知ポスター・ちらし デザイン、印刷

インターン★LIVE 大阪
主催：(株)リクルート　　会場：インテックス大阪
対応業務：企画、事務局、運営、会場基礎施工、サイン制作　※2009年～開催

DREAM-MATCH LIVE／DREAM-MATCH WEB SEMINAR  大阪 広島
日本商工会議所　経済産業省　運営：(株)リクルート
会場：京セラドーム大阪／マイドームおおさか／広島県立産業会館　ほか
対応業務：事務局、会場基礎施工、サイン制作、運営

夢ナビLIVE2013　受験サプリブース／受験サプリ サンプリング
主催：(株)リクルートホールディングス
会場：大阪／京都／神戸／名古屋／東京／福岡
対応業務：サンプリング、ブース装飾、運営

進路発見相談フェスタ／専門学校進学相談会　関西・中四国
主催：(株)リクルートホールディングス
会場：ATCホール／神戸国際展示場／和歌山ビッグホエール／みやこメッセ／
　　 奈良橿原公苑／広島グリーンアリーナ／松山市総合コミュニティセンター
　　 アルファあなぶきホール／岡山コンベンションセンター　ほか
対応業務：事務局、運営、会場基礎施工、校名パネル・サイン制作
※通年各地で開催

リクナビ★LIVE　関西・中国・四国地域
大阪／京都／神戸／姫路／徳島／高松／高知／岡山
福山／広島／山口／松江／鳥取
主催：(株)リクルートホールディングス
会場：インテックス大阪／大阪国際会議場／サンボーホール／姫路商工会議所
　　  国立京都国際会館／みやこめっせ／和歌山ビッグ愛
　　  アスティとくしま／サンメッセ香川／高松市総合体育館／かるぽーと高知
　　  convex岡山／桃太郎アリーナ／福山市立大学／広島県立産業会館
　　  広島国際会議場　ほか※通年各地で複数回開催
対応業務：企画、事務局、運営、会場基礎施工、サイン制作

2009. 3

2009. 5

2009.10

2010.1

2010. 6

2010.9

～2011.3

2013.6
～2013.10

通年

通年

　　

コーポレートイベント プロデュース
会場探しから、当日の運営まで。トータルでプロデュースいたします。
主催者の想い、来場者の想い、出展者の想い。全てにお応えできるよう、全ての方に満足して
頂けるよう、常に最上の提案を心がけています。

合同会社説明会　京セラドーム大阪合同会社説明会　京セラドーム大阪 合同会社説明会合同会社説明会 合同会社説明会　大阪城ホール合同会社説明会　大阪城ホール
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主催：大阪産業創造館
会場：マイドームおおさか
対応業務：企画・会場レイアウト・基礎施工・サイン制作・運営

大阪私立学校展2014
主催：大阪私立中学校高等学校連合会
会場：OMMビル
対応業務：会場レイアウト・基礎施工・サイン、配布物制作・運営
※2013年度より実施

マイナビ進学フェスタ
主催：マイナビ
会場：インテックス大阪
対応業務：会場レイアウト・基礎施工・サイン制作・運営

大阪私立中学校フェア
主催：大阪私立中学校高等学校連合会
会場：大阪国際会議場
対応業務：会場レイアウト・基礎施工・サイン、配布物制作・運営

リクルート　はじめての転職フェア
主催：(株)リクルート
会場：グランフロント大阪
対応業務：会場レイアウト・基礎施工・サイン制作・運営

しまね大交流会
主催：しまね大交流会実行委員会・島根大学
対応業務：会場レイアウト、ガイドブック制作、会場MAP、
サイン制作
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例年

2016.6
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例年

2016.12
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2011.12
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2016.6

2017.5



 TRADE SHOW,EXHIBITION PRODUCE

JAPAN CREATION 99　新道繊維工業(株) ブース
会場：東京ビッグサイト
対応業務：ブースデザイン・施工　　※2000年も実施

OTEMAS 2001　日清紡 ブース／大阪機工(株) ブース
会場：インテックス大阪
対応業務：ブースデザイン・施工、説明パネル制作

金融国際情報技術展2002（FIT2002）
(株)野村総合研究所 ブース
会場：東京国際フォーラム
対応業務：ブースデザイン・施工　

健康博覧会 2003　(株)ムソー ブース
会場：東京ビッグサイト
対応業務：ブースデザイン・施工

e-Learning WORLD 2004 -Expo&Forum- 
 (株)内田洋行ブース
会場：東京ビッグサイト
対応業務：ブースデザイン・施工  ほか

リクナビLIVE in WEST／ in EAST 　
（学）滋慶学園グループ ブース
会場：京セラドーム大阪／パシフィコ横浜
対応業務：ブースデザイン、施工  ほか　※2006年度も実施

東京キャラクターショー2005　ネット(株)ブース
会場：幕張メッセ
対応業務：ブースデザイン、サイン制作

PAINT SHOW 2006  日清紡・ドロモント社・山本通産(株) ブース
会場：東京ビッグサイト
対応業務：ブースデザイン、施工、説明パネル制作  ほか

全日本科学機器展 in 大阪2007 (独)産業技術総合研究所ブース
会場：インテックス大阪
対応業務：ブースデザイン、施工、説明パネル制作  ほか

日本国際包装機械展2007（JAPAN PACK 2007）
双日マシナリー(株)ブース
会場：東京ビッグサイト
対応業務：ブースデザイン、施工

INTERMOLD 2008／JIMTOF2008　(株)日研工作所ブース
対応業務：ブースデザイン、施工  ほか
※2000年より2年に1回実施

日本ダイカスト展示会2010
ケムトレンドジャパン(株)・双日マシナリー(株)ブース
会場：パシフィコ横浜
対応業務：ブースデザイン、施工、サイン制作  ほか
※2010年より2年に1回実施
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メカトロテックジャパン 2011　(株)日研工作所ブース
会場：ポートメッセなごや
対応業務：ブースデザイン、施工  ほか
※2003年より2年に1回実施

第3回高機能フィルム技術展　長瀬産業(株)ブース
対応業務：ブースデザイン、施工、説明パネル制作
※2012年度～例年実施

フードテック2012／TOKYO PACK　㈱バーテック ブース
会場：インテックス大阪／東京ビッグサイト
対応業務：ブースデザイン、施工、サイン  ほか

ベーカリーチャイナ　㈱マスダック ブース
会場：上海新国際博覧中心（中国）
対応業務：ブースデザイン、施工、サイン制作　　※2014年も対応

クラウドコンピューティングEXPO／ヒューマンキャピタル 2013
HR EXPO　東京／関西
㈱オービックビジネスコンサルタントブース
会場：東京ビッグサイト／東京国際フォーラム
対応業務：ブースデザイン、施工、サイン・説明パネル制作  ほか

FOOMA JAPAN ／インターフェックスジャパン／
メンテナンス・テクノショー／ENEX／新機能材料展
㈱テイエルブイ ブース　　㈲ティティエス ブース
対応業務：ブースデザイン、施工、サイン・説明パネル制作  ほか

国際プラスチックフェア 2014（IPF2014）
双日マシナリー(株)ブース／(株)プラスチック工学研究所ブース
パスカル(株)ブース／神港テクノス(株)ブース　
会場：幕張メッセ
対応業務：ブースデザイン、施工、説明パネル・カタログ制作

高機能フィルム展2017  東京／大阪
NEW環境展2017
湘南貿易(株)ブース
会場：東京ビッグサイト／インテックス大阪
対応業務：ブースデザイン、施工、サイン・説明パネル制作  ほか

高機能プラスチック展2017  大阪
日本実華(株) SINOPEC JAPAN  ブース
会場：インテックス大阪
対応業務：ブースデザイン、施工、サイン・説明パネル制作

地方自治情報化推進フェア2017
(株)内田洋行  ブース
会場：東京ビッグサイト
対応業務：ブースデザイン、施工、サイン

2011.9

2012.04

2012.9

2013.5

例年

例年

2015.10

2017.06

2017.9

2014.10

2017.10

2017.9

2017.11

トレードショー・エキシビジョン プロデュース
お客様の想い、お客様のアピールしたいものを形にするのが私たちエフプランニングです。
これまで培った経験を活かし、お客様の想いが来場される方に伝わるよう、精一杯お手伝い
させていただきます。

メンテナンステクノショー　企業ブースメンテナンステクノショー　企業ブース 国際プラスチックフェア　企業ブース国際プラスチックフェア　企業ブース ヒューマンキャピタル　企業ブースヒューマンキャピタル　企業ブース
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 TRADE SHOW,EXHIBITION PRODUCE
トレードショー・エキシビジョン プロデュース
お客様の想い、お客様のアピールしたいものを形にするのが私たちエフプランニングです。
これまで培った経験を活かし、お客様の想いが来場される方に伝わるよう、精一杯お手伝い
させていただきます。

国際プラスチックフェア　企業ブース国際プラスチックフェア　企業ブース FOODTEC　企業ブースFOODTEC　企業ブース クラウドDAYS　企業ブースクラウドDAYS　企業ブース

ダイカスト展示会　企業ブースダイカスト展示会　企業ブース プラントメンテナンスショー　企業ブースプラントメンテナンスショー　企業ブースJIMTOF　企業ブースJIMTOF　企業ブース

ENEX　企業ブースENEX　企業ブース FINETEC JAPAN　企業ブースFINETEC JAPAN　企業ブース クラウドコンピューティングEXPO　企業ブースクラウドコンピューティングEXPO　企業ブース

NEW環境展　企業ブースNEW環境展　企業ブース HR EXPO　企業ブースHR EXPO　企業ブース 地方自治情報化推進フェア　企業ブース地方自治情報化推進フェア　企業ブース

e-Learning World　企業ブースe-Learning World　企業ブース PAINT SHOW　企業ブースPAINT SHOW　企業ブース INTERMOLD／MECT JAPAN　企業ブースINTERMOLD／MECT JAPAN　企業ブース



業 務 実 績

Operating actual result業 務 実 績　

 PRIVATE SHOW,SALES PROMOTION PRODUCE

ケサランパサラン ファミリ-セール
主催：ケサランパサラン(株) 　会場：御堂会館
対応業務：運営、販売スタッフ手配
※2001年まで実施

新道繊維工業(株) サンプル室　内装工事
会場：新道繊維(株)　社屋
対応業務：什器制作・設置 

(株)コンポ　社屋内装工事
会場：(株)コンポ　社屋
対応業務：什器制作・設置

(株)ネット 社屋　クリスマスデコレーション
会場：(株)ネット　大阪本社
対応業務：イルミネーション工事

NET CO.,Ltd. New Machine Exhibition　新機種発表会
主催：(株)ネット　会場：東京、大阪、福岡
対応業務：DM発送、会場装飾施工、サイン・ポスター・
オブジェ制作、ケータリング・コンパニオン手配

K-OPTI.COM IT FORUM 2002
主催：(株)ケイ・オプティコム　　会場：ハ-ビスホール
対応業務：会場設営

ロシニョール2002/03　WINTER COLLECTION
主催：ロシニョールジャパン　会場：大阪国際会議場
対応業務：会場装飾、ケータリング手配

カーシーカシマ 展示会
主催：カーシーカシマ(株)　　会場：OMMビル
対応業務：会場設営　　※2006年まで年２回 実施

スロットマシン「賞金首」PR
主催：(株)ネットサポート　　会場：天六アロー
対応業務：サイン、販促ツール制作・設置

"le make-up"  Demonstration and Photo Event
主催：ジバンシイ(株)　 会場：うめだ阪急百貨店、大阪高島屋
対応業務：会場装飾、サイン制作、MC手配

(株)日研工作所　新社屋ショールーム
会場：(株)日研工作所　社屋
対応業務：床工事、展示台制作・設置
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2003. 4　

2003. 11
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ハービスPLAZA セール
主催：ハービスOSAKA　　会場：ハ-ビスホール
対応業務：会場基礎施工、什器手配、サイン・ポスター制作
※2005年まで年２回 実施

NRI 新春フォーラム 2004
主催：(株)野村総合研究所　　会場：東京国際フォーラム
対応業務：会場ステージ施工

X-BOX 受注会
主催：マイクロソフト(株)
会場：ハービスホール、ウェスティンホテル大阪、第一ホテル
対応業務：ゲーム・什器設置　　※2002年より定期開催　

島田商事(株)　Hi-G STOFF展
主催：島田商事(株)
会場：大阪、福山、東京、岐阜、名古屋、倉敷 　各地で開催
対応業務：会場基礎・装飾施工、サイン制作 ほか　　
※毎年１回 実施

（独）産業技術総合研究所　大阪科学技術館 常設ブース
会場：大阪科学技術館
対応業務：ブースデザイン、造作物施工・サイン制作、改修工事

第3回 電子政府オンライン申請体験フェア
会場：札幌、仙台、東京、名古屋、大阪
対応業務：会場レイアウト・デザイン、設営、 説明パネル・
　　　　 サイン・当日配布物制作
※2005年から2008年度まで実施

（独）産業技術総合研究所　外装看板工事
会場：産業技術総合研究所　OSL棟
対応業務：外装看板工事

NEW EDUCATION EXPO 2006
主催：（株）内田洋行
会場：東京（TFTホール）、大阪（OMMビル）、岡山
対応業務：会場レイアウト、基礎・装飾施工、サイン制作、
　　　　  印刷物制作 ほか　　※2002年より年１回実施

OBC奉行Session'06
主催：（株）オービックビジネスコンサルタント
会場：東京、名古屋、埼玉、福岡、大阪、札幌、仙台、広島、静岡、金沢
対応業務：会場設営、サイン・印刷物・説明パネル制作  ほか

2003. 12

2004. 1

2004. 3

2004. 10

2005. 4

2005.10

2006.3

2006. 6

2006. 7

        ~8

プライベートショー・セールスプロモーション プロデュース
独自色が強調されるプライベートショー等では、イメージを損なわず、且つ、大胆で新しい
イメージの提案を目指します。お客様の立場に立ち、お客様と共に、より良いもの、満足度の
高いものを提供できるよう、尽力いたします。

コンピュータソフトウェア　展示会コンピュータソフトウェア　展示会 化粧品メーカー　商品発表会化粧品メーカー　商品発表会 遊戯機メーカー　商品発表会遊戯機メーカー　商品発表会
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主催：(株)オービックビジネスコンサルタント
会場：埼玉、沖縄、金沢、広島、横浜、大分、名古屋、福岡、青森、
静岡仙台、大阪、鹿児島、長野、岩手、札幌、熊本、千葉、山形、
東京、福島秋田、長崎、岡山、茨城、宮崎、旭川、山梨、新潟、栃木
、神戸、高松、釧路、前橋、京都、山口、和歌山、函館、浜松、松山
対応業務：会場基礎・装飾施工、印刷物・サイン・説明パネル制
作
※2004年より毎年実施

(株)ヘミングス 新商品発表会
主催：(株)ヘミングス　
会場：南堀江 f timeビル／西長堀 細野ビルヂング
対応業務：什器手配・設置　　※2002年より年4回 定期開催

「駄菓子屋本舗　やなや」　ロゴ
会場：駄菓子屋本舗　やなや　夙川店
対応業務：ロゴデザイン

JaSST'09 ソフトウェアテストシンポジウム
会場：目黒雅叙園／都市センターホテル　　
対応業務：会場設営、サイン・印刷物制作  ほか
※2006年より実施

宣伝会議 プロモーション＆メディアフォーラム2010 in大阪
主催：（株）宣伝会議
会場：ハービスホール
対応業務：運営、事務局、会場基礎施工、サイン制作

創立100周年記念　社内掲示サイン制作　ネクスタ（株）
ネクスタ㈱ ９拠点へ納品
対応業務：デザイン、バナー制作、発送手配

外国語教育メディア学会　第52回全国研究大会
（株）内田洋行ブース
主催：外国語教育メディア学会
会場：甲南大学 岡本キャンパス
対応業務：ブースレイアウト、サイン制作、施工　ほか
※年1回実施

NEW EDUCATION EXPO 2015／2016
主催：㈱内田洋行
会場：東京 TFTホール／大阪 OMMビル
対応業務：会場レイアウト・基礎装飾・サイン制作

（株）リクルートドクターズキャリア　キックオフ
主催：㈱リクルートドクターズキャリア
対応業務：会場レイアウト・スライドデザイン・サイン制作・運営
※年4回 定期開催

OBC 奉行フォーラム2015
主催：(株)オービックビジネスコンサルタント
会場：静岡、大宮、名古屋、金沢、大阪、東京、横浜、福岡、札幌、
仙台
　　  広島、新潟、高松、鹿児島、岡山
対応業務：企画・会場基礎、装飾施工・印刷物、サイン制作
　　　　  説明パネル制作・インフラ手配・パネル発送
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村田機械株式会社 80周年記念式典
主催：村田機械(株)
会場：インテックス大阪
対応業務：企画・会場基礎、装飾施工・印刷物、サイン制作、
映像制作、スライドデザイン・制作、当日運営
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