
COMPANY PROFILE



VIDEO EVENT WEB CASTING GRAPHIC MUSIC

映像
企画・制作

イベント
企画・制作

ネット配信
企画・制作

紙媒体
企画・制作

音楽
企画・制作

イベントと映像を中心に、ALL媒体を網羅。

GOODS MUSICWEB CASTINGEVENTVIDEO

グッズ



企業・製品プロモーション

808factory 
会社案内

TOYOTA CONNECTED CROWN
プロモーション映像

ハトのマークの引越センター 
CM

パナソニックRF×ULTRASONIC 
使用説明映像（中国語版）

東京ガーデンテラス紀尾井町 
店舗紹介映像

メリーチョコレート 
会社案内

三菱電機IHクッキングヒーター 
びっくリングIHシリーズ 製品紹介

セガサミークリエイション 
会社案内

NVIDIA GEFORCE GARAGE 
 NISSAN GTR R35 製品紹介

麒麟のまち 
鳥取東部・兵庫北部エリアPR映像

VIDEO

ポケモンクレーンモンコレキャッチャー
TVCM

ANAグループ障がい者採用映像 
採用映像

TOYOTA GAZOO Racing  
Auto Salon用

北翔丸 進水式 
記録映像

フリーデン-やまと豚 
イベント用映像

教育映像

飲酒運転 悲劇の連環 マギー司郎のお年寄り交通安全



MV

湘南の風 
晴ル矢

GLAY 
Eternally

逗子三兄弟 
純白の花嫁

NENEZ 
ヤガマヤ

NOZOMU WAKAI'S Destinia 
Metal Souls 他

R指定 
予言 他

TRIX 
A-live feat.つのだ☆ひろ 他

安達勇人 
Roar

式町水晶 
孤独の戦士

出岡美咲（izu） 
ティーンズ

VIDEO

他 

他 

DVD・Blu-ray



WEB CASTING

Auto Messe Gazoo Racing 
Youtube 生放送 音泉15周年記念27時間生放送

式町水晶デビュー特番ラインライブ モモキュンソードDPCマネジメント研究会学術大会 24時間 RejetTV 夏祭り マヨナカ生テレビ

インターネット生配信実績

彩冷える 
Intetsu birthday in AREA

ミシュランガイド東京2020 
出版記念パーティー

第13回スイーツ甲子園 
「決勝大会」

Supra is back to Japan Fes 
GRスープラ記者発表

爆走ドリフターズ 
リリース記念生放送

JUGGLER 導入直前SP生放送  
in きむちゃんねる

花園直道 
百花繚乱☆華ＦＵＢＵＫＩ

Kra 19th anniversary配信LIVE 
『新しい世界からの招待状』

他 

日清焼そばU.F.O. x VTuber 輝夜月 SPACE CHALLENGE Twitter YouTube

●弊社スタジオからトーク番組生放送 

●モンゴルの打ち上げ地点との中継 

●成層圏からのスマホによる生配信

ヘリウムガスを充填したバルーンでモンゴルの草原から宇宙（そら）へ。もっとも標高の高いところで行なわれたスマートフォンでのライブストリーミング｣でのギネス記録達成



ステージイベント

禁断生フェスティバル69

EVENT

他 

ひなビタ♪ライブ2018 SWEET SMILE PARADE 
会場：東京ドームシティーホール　主催：TOKYO MX　2018年3月 
概要：Live2DによるアニメーションARライブ 

松田凌×小野健斗 Happy Birthday Festival supported by おふたりさん 
会場：山野ホール　主催：MAGES.　2018年9月 
概要：声優によるステージイベント 

式町水晶デビューコンサート 
会場：ニッショーホール　主催：式町プロジェクト　2018年4月 
概要：ヴァイオリンコンサート 

闘会議2018 XFLAG BATTLE STADIUM  
会場：幕張メッセ国際展示場　主催：XFLAG　2018年1月 
概要：トップゲーマーによるファイトリーグ対決やモンスト初の賞金制eスポーツ大会

禁断生パーティ～7th JACKPOT～  
会場：アンフィシアター　主催：MAGES.　2018年9月 
概要：声優によるステージイベント 

キン肉マン Muscle Summer Festival 2018 
会場：オルタナティブシアター　主催：DeNA　2018年6月 
概要：トークショー/ライブなど

逆転オセロニア 学生選手権 
会場：TEPIAホール　主催：DeNA　2017年11月 
概要：ゲーム大会

禁断生フェスティバル69 
会場：東京ドームシティーホール　主催：MAGES.　2017年2月 
概要：声優によるステージイベント/グッズ販売 

禁断BOYS COLLECTION 
会場：品川ステラボール　主催：MAGES.　2016年1月 
概要：声優によるステージイベント/グッズ販売 
 Rejet新作発表会2016　 
会場：ニコファーレ　主催：Rejet　2015年8月 
概要：代表による新作プレゼンテーション/ライブなど 

明治東亰恋伽×博物館明治村「めいこい時間旅行」 
会場：博物館明治村　主催：MAGES.　2015年12月 
概要：声優によるステージイベント/グッズ販売 

Newtype30周年スペシャルイベント 
会場：スタジオアルタ　主催：KADOKAWA　2015年4月 
概要：トークイベント/上映会など　 

テレサテン生誕60周年記念公演「恋人達の神話」 
会場：三越劇場　主催：トライアンフ　2012年9月 
概要：音楽劇（作:荒木とよひさ 演出:錦織一清） 

闘会議2018 XFLAG BATTLE STADIUM

ひなビタ♪ライブ2018

Newtype30周年スペシャルイベント

式町水晶デビューコンサート



アニメイトガールズフェスティバル〈MAGES.〉 
概要：グッズ販売/展示/CD先行予約  
2018年11月　池袋サンシャインシティ

アニメイトガールズフェスティバル〈Rejet〉 
概要：グッズ販売 
2018年11月　池袋サンシャインシティ

サマーソニック2018〈ドラガリアロスト〉 
概要：サンプリング 
2018年8月　幕張メッセ

Japan IT Week 春〈株式会社ヴァル研究所〉 
概要：ブース施工のみ 
2018年5月　東京ビッグサイト

ライセンシング ジャパン〈キングレコード〉  
概要：ブース施工のみ 
2018年4月　東京ビッグサイト

グラブルフェス2017〈AndApp(DeNA)〉 
概要：トークショー/体験コーナー/映像配信 
2017年12月　幕張メッセ

コミックマーケット92〈スパイク・チュンソフト〉
概要：グッズ販売 
2017年8月　東京ビッグサイト

東京ゲームショウ〈スパイク・チュンソフト〉  
概要：グッズ販売 
2017年9月　幕張メッセ

光文社70周年イベント〈日産ブース〉 
概要：展示コーナー/写真撮影コーナー 
2015年10月 ヒカリエホール

アニメジャパン2014〈モモキュンソード〉 
概要：グッズ販売/トークイベント/お渡し会 
2014年3月　東京ビックサイト

ニコニコ超会議2012〈ディアガールズ〉  
概要：トーク番組/ステージイベント 
2012年5月　幕張メッセ

ブース施工・運営

グラブルフェス2017〈AndApp(DeNA)〉

アニメジャパン2014〈モモキュンソード〉

EVENT

他 光文社70周年イベント〈日産ブース〉

AGF〈MAGES. WAVE!〉AGF〈MAGES. B-project〉

東京ゲームショウ〈スパイク・チュンソフト〉

サマーソニック2018〈ドラガリアロスト〉 Japan IT Week 春〈株式会社ヴァル研究所〉



他 

GOODS

クライアント：スパイク・チュンソフト様クライアント：スパイク・チュンソフト様

クライアント：テレビ朝日ミュージック様

ドラムバック
タイガーショットグラス

クライアント：セガインタクティブ様

チョコマシュマロ

ペロペロキャンディー

ダンガンロンパ　ビッグタペストリー（全32種） スパチュンクロニクルTシャツ（全7種）

キャプテン翼原画展用 販売商品 ワンダーランドウォーズ イベント物販商品 エグリア～赤い帽子の伝説～ モバイルバッテリー

クライアント：スパイク・チュンソフト様

ファイヤープロレスリング 限定版同梱グッズ 刀剣乱舞～花丸～ 全巻購入特典 フリップフラッパーズ 複製原画

クライアント：インフィニット様

クライアント：DMM.com ラボ　POWERCHORD STUDIO様

クライアント：東宝ステラ様

グッズ・ノベルティ 企画制作

圧縮タオル

アクリルフィギュア

収納BOX



STUDIO

WEB CASTING STUDIOEDIT STUDIOMA STUDIO

RECORDING STUDIO

YOTSUYA

SENDAGAYA

〒160-0011東京都新宿区若葉2-2 Triumph+02Bldg. 2F/3F 
TEL:03-5368-5327 FAX:03-5368-5328

〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷1-5-1 レガーロ千駄ヶ谷 2F/3F 
TEL:03-5772-9363 FAX:03-5772-9364



社　　名 トライアンフ株式会社 Triumph inc.

代　　表 沢口欣也 Kinya Sawaguchi

設　　立 1993年

資 本 金 1000万円

取引銀行
三井住友銀行 飯田橋支店 
第一勧業信用組合 本店営業部

本　　社
〒160-0011東京都新宿区若葉2-2 Triumph+02Bldg. 2F/3F/4F 
TEL:03-5368-5327 FAX:03-5368-5328

千駄ヶ谷
〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷1-5-1 レガーロ千駄ヶ谷 2F/3F 
TEL:03-5772-9363 FAX:03-5772-9364

従業員数 20名

関連会社

トライアンフブリッジ株式会社 
KIPz株式会社 
アーティストキャンパス千駄ヶ谷  ボーカル＆ミュージックスクール

主要取引先

トヨタコネクティッド株式会社　凸版印刷株式会社　株式会社マイナビ 
キングレコード株式会社　株式会社KADOKAWA　株式会社ドワンゴ　

株式会社MAGES.　Rejet株式会社　株式会社西武プロパティーズ 
タブリエ・コミュニケーションズ株式会社　株式会社セブンセンシズ　 
株式会社スパイク・チュンソフト　他 


