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TiARY TV Fes!! Powered by Tokyo Street Collection  

ご提案書 



 
「Tokyo Street Collection」は「音楽」「ファッション」 「スポーツ」 「アート」「ダンス」など、 

日本を支えるあらゆるジャンルのアーティストにフォーカスを合わせます。 

1つの “ステージ” にジャンル、世代の垣根を超えたコラボレーションや、 

その場限りの熱いメッセージを発信。マンネリ化した日常に新鮮な刺激や感動、そして「夢」に対してのエネルギーを届けます。 

 

日本が誇るエンターテイメントの力、可能性を ”Tokyo Street”でつなぎ、 

世界へ”新たなTokyo”をアピールしていきます。 

 

情報バラエティ番組「TiARY TV」とのタイアップにより、イベントが会場が、テレビの収録場に変身!! 

通常のイベントよりアーティストや協賛企業ステージをより掘り下げて進んでいく唯一無二のエンターテインメント!! 

イベントコンセプト 

日本の”おもしろい”を集めちゃいました。 

TSCはみんなをつなぐ。 

音楽、ファッション、 

アート、ダンス、 

スポーツ、マンガ、 
アニメ、  etc ... 

× 融合・変換・進化 
NEW 

CULTURE × 

TiARY TV×TSC メディアとイベントの融合化!! 



「TiARY TV」とは 

 

 
仕事、学校が終わった金曜日の夜に、すべての女性に送るバラエティ番組！ 

「ファッション・メイク」「グルメ」「音楽」「ペット」… 

週末が120%充実する女子力高めの情報をお届けします！！ 

 
情報はしっかり！ スタジオの空気はゆるく！ 

女子会のような自由な空気で、 

金曜日の夜を華やかに盛り上げます！ 

テレビ神奈川 「TiARY TV」×「TSC」 

イベントの模様を全てTiARY TVが収録!! 

 



☆日程 2018年 9月9日(日)

☆時間 14:00 オープン 15:00スタート

☆会場 品川インターシティーホール

☆来場予定 1500人以上

☆チケット 一般5,500円(1D込)  学生2,500円(1D込)

☆主催 Tokyo Street Collection実行委員会

☆企画・制作 株式会社GALDir Media

☆メディア協力

TiARY TV Fes!! Powered	by	Tokyo	Street	Collection

イベント概要



ラインナップ
◼TiARY	TVメンバー

青木隆治 高城亜樹 ざわちん なちょす

◼アーティスト

And more,,,

サンプラザ中野くん
パッパラー河合
（爆風スランプ）

浅岡雄也
（FIELD	OF	VIEW）

ハジ→ 吉田凜音 FUKI



◼モデル

And
more,,,

横田ひかる 前田亜美 板橋瑠美

◼モノマネ

And
more,,,

sa‘ToshI

◼スペシャルゲスト

ラインナップ

※キャスティングは現在交渉中で、随時追加されます。



開催予定地 

品川インターシティーホール 

品川インターシティー 外観 

展示会・セミナー・パーティーなどのビジネスユースからコンサート演
劇などのエンターテインメントまで様々な用途で利用されてる会場です
。 

品川駅港南口より徒歩5分と言う 

抜群のアクセス。 

ホール内写真      ・    LIVE写真イメージ 

 

ホワイエ 

清潔感あふれる空間十分な 

スペースでフレキシブルに対応可能。 



■動員 1,250 名 ■動員 1,300 名 

2017/2/12(日) Vol.1 2017/5/7(日) Vol.2 2017/6/11(日)Vol.3 

■動員 1,300 名 

2017/8/6(日)Vol.4 2017/8/19(土)Vol.5 

■動員 5,000 名 

過去実績 

■動員 1,300 名 

2017/10/15(日)Vol.6 

■動員 1,300 名 

@ 新木場STUDIO COAST @ 渋谷WOMB @ 渋谷WOMB @ 渋谷WOMB @ 渋谷WOMB @ 渋谷WOMB 

2018/5/3(木祝) 

■動員 8,000人以上 

@武蔵野の森 

総合スポーツプラザ 

メインアリーナ 

 

開催2年目で 

アリーナ規模で開催。 



来場者の属性 
TSCは男女や年代の偏りがなく、誰もが楽しめる 

性別 

＊キャスティングやイベント内容により変動有り  



ファッションショー ステージ 

〜過去タイアップブランド（一部）〜 

 
〜過去出演モデル（一部）〜 



ライブ ステージ 

〜過去出演アーティスト（一部）〜 



ヒップホップ ステージ 

〜過去出演アーティスト（一部）〜 

TSC POINT! 

 
＜どちらも観られるのはTSC ONLY！＞ 

 
加熱しているヒップホップブーム・・・ 

 

MCに人気ラッパーACEを迎え、人気と実力を兼ね備えたラッパーたちが、 

 

白熱の「フリースタイルバトル」、「ライブパフォーマンス」を繰り広げる 

MC 



スポーツステージ 

TSC POINT! 

 
2020年は東京オリンピック 

 

TSCはスポーツも応援！！ 

ボクシング、K−1、バスケットボール、フットボールetc… 

スポーツ選手ならではの白熱したステージで観客を熱くさせる！
！ 

〜過去出演スポーツ選手（一部）〜 



ダンス ステージ 

〜過去出演ゲストダンサー（一部）〜 

黄帝心仙人 ひとりでできるもん YUMIE 

YU-YA 

(THE FLOORRIORZ) 



タイアップ ステージ 

〜過去タイアップ例（一部）〜 

 

 
企業様の商品、コンテンツなど、TSCは様々なジャンルとのタイアップに全力で取り組みます！ 

 

実行委員会のディレクターや専門スタッフ綿密に連携していただき、出演者やステージの雰囲気に沿った 

 

＜自然体の演出＞で、ご希望以上に魅力を引き出すことをお約束いたします。 

BANDAI様 
（劇場版「マジンガーZ INFINITY」） 

BANDAI様 

（変身マント、なりきりマスク、食玩類） 

FEEL様 

（GOKURICH） 

KYODO TV様 

（フェイクドキュメントドラマ「プロデューサーK」） 



タイアップ ステージ② 

Grand Story様 
（若者の夢を叶える住居・不動産業） 

 

 

手塚プロダクション様 
（鉄腕アトム90周年） 

 

BANDAI SPIRITS様 
（ガンダム・ガンプラ・玩具） 

 

覇道任侠伝様 
（ゲームアプリ） 

 

あらゆる業種のスポンサー様とのタイアップを実現しております 

ルナリッタ(ソフトバンク株式会社)様 
（女性のための美容アプリ） 

 

カナッタ様 
（女性を応援するクラウドファンディング）  

 



SDGsへの取り組み 

Tokyo Street CollectionのSDGs推進活動 

SDGsとは？ 
2015年9月25日-27日、ニューヨーク国連本部において、 

「国連持続可能な開発サミット」が開催され、 
150を超える加盟国首脳の参加のもと、その成果文書として、 

「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」 

が採択されました。 

このアジェンダの中で、人間、地球及び繁栄のための行動計画として、 

宣言および目標が掲げられ、 

これが17の目標と169のターゲットからなる「持続可能な開発目標（SDGs）」です。  

 

Tokyo Street Collection では、SDGsの理解・課題の意味を来場者をはじめ、 

多くの方に広めていくSDGs推進活動に取り組んでおります。 

アーティスト、スポーツ選手、モデルをはじめとする 

著名人や企業様にそれぞれの取り組みについて発表して頂くステージを設けます。 



TVメディア 

日本テレビ「ZIP!」・TBS 「ひるおび!」・TOKYO MX・TVK etc… 様々なメディアで取り上げられました！！ 



主要メディアへの掲載（一部） 

Twitterフォロワー数 110万人以上 月間 120万PV数以上 

※イベント終了後に各メディアに掲載されます 

WEBメディア 

イベント出演者による告知 

2018.5.3全出演者 合計Twitterフォロワー数  

約 700万人以上 



TSCはその他にも多数のメディアで取り上げられています 

• Yahoo!ニュース 

• ORICON NEWS 

• music .jpニュース 

• 時事ドットコムニュース 

• Rakuten infoseek News 

• Japan Business Press 

• Deview ニュース 

• @nifty ビジネス 

• PRnews .click 

• BIG LOBEニュース 

• Vote 

• Cube ニュース 

• 東洋経済オンライン など 

↑上位ランクイン！ 



ご案内・その他 

× 



 

 

ーーご協賛金額ーー 

￥800,000〜(税別) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品展示、物販、タッチ&トライ、マーケティング(アンケート)

登録促進などのプロモーション展開 

Tokyo Street COLLECTION ご協賛メニュー 

 

 

ーーご協賛金額ーー 

￥500,000- (税別) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出演者が集う控え室でのケータリング 

出演者に直接提供することで、SNSへのアップの可能性有 

■保証 

Tokyo Street Collection 公式Twitterによるツイート拡散保証 

【ケータリング】 〜出演者控え室ケータリング〜 【会場ブース】 〜会場内にブースを併設〜 

※写真はイメージです。 

※詳細は担当者にお伺いください。 

【プレゼント袋】 

ーーご協賛金額ーー 

￥500,000- (税別) 

 

 A4サイズがしっかり収納可能なサイズ 
となっております。 
帰りにお客様に配布致します。 

TSC 協賛ブース 
 

・照明はパネルに既存で付属された
ものです。 
 

・ブースの表面の素材はマジック
テープになっているので企業様の社
名・ロゴ 
パネルを簡単に取り付け可能です。 

 
会議用テーブル×２ 
椅子     ×４ 

※他のレンタル商品と組み合わせた使用例です。 



Tokyo Street Collection ロゴ使用パターン  ロゴ作成: PansonWorks 



2018年スポンサー実績 



お問い合わせ先 

インバースホールディングス株式会社 

E-mail       all-ivr@ivr-hd.jp 

オフィシャルHP  http://ivr-hd.jp/ 

× 


