
COMPANY PROFILE





企業VP・CM

808factory
会社案内

セガサミークリエイション
会社案内

近畿日本ツーリスト
CM

北翔丸 進水式
記録映像

カナミックネットワーク
会社案内

となりの関くん
CM

KADOKAWA
CM

東海大学
文学部紹介映像

G-TUNE
製品プロモーション

手ブラでぶらっと行ける旅 東京 日野 
日野市観光案内(4カ国語)

TV・WEB番組

浪川大輔・吉野裕行のネゴト
MXTV

Newtype30thスペシャルイベント
ニコニコ生放送

音泉10周年記念24時間生放送
ニコニコ生放送

マヨナカ生テレビ
ニコニコ生放送

喧嘩番長6
ニコニコ生放送/月2回/全6回

モモキュンソード
ニコニコ生放送

戦国コレクション
ニコニコ生放送

24時間 RejetTV 夏祭り
ニコニコ生放送/ニコニコ動画

ベッドの上からお届けします
ニコニコ動画/月1回/全45回

音泉キング IN 大分
ニコニコ動画

MOVIE

他

他



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
Ready for Rock 他

R指定
帝都に死す 他

TRIX
Tears In The Universe 他

葵-168-
必要惡 他

rieco
信じて

出岡美咲（izu）
ティーンズ

その他

飲酒運転 悲劇の連環
教育映像

マギー司郎のお年寄り交通安全
教育映像

おのののか「ののまみれ」
グラビアDVD

Rejet「ディアボリックラバーズ」他
シチュエーションCD紹介映像

XFLAG
イベント告知映像

アルスラーン戦記 特別出張版
DVD特典映像

中二病でも恋がしたい！
DVD特典映像

結城友奈は勇者であるIN香川
DVD特典映像

明治東亰恋伽 沖縄
DVD特典映像

ディーふらぐ！
DVD特典映像

MOVIE

他

他
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大当たりソング大当たりソング
2015年 King of fighter（大一）

2014年 CRモモキュンソード (西陣) Shinning Peace Sord

2009年

CRAパチンコ大賞 (西陣) 大当たりソング
「パチンコ大賞」歌：浦田健志

2009年
CR桃キュン剣 (西陣) 大当たりソング
「Diary」「新しい世界へ」歌：須藤まゆみ

2008年
CR春夏秋冬 (西陣) 大当たりソング
「春夏秋冬」歌：浦田健志「線香花火」歌：須藤まゆみ
iTunes Storeにて配信

2006年 
CRジャッキーチェン (西陣) 大当たりソング
「Peace of the world」歌：ジャッキーチェン＆クレア 
AVEX TRACKSより発売

2005年
CR春夏秋冬 (西陣) 大当たりソング
「恋するDongPang節」歌：LoveC
TeamEntertainmentより発売

2004年
CR花満開 極 (西陣) 大当たりソング 
「Shooting Star」歌：クレア
フナイエンタテインメントより発売

遊技機サウンド制作
SOUND

BGM • SEBGM • SE
2015年 CR仮面ライダー (京楽)BGM制作

2014年 パチスロ大工の源さん (サンヨー) BGM制作

2013年
CRよしもとタウン (京楽) BGM制作

2013年
CR薄桜鬼 緋焔録 (大一商会) 開発用ボイス収録

2012年
CR必殺仕事人 (京楽) BGM制作

2012年
CR冬のソナタ (京楽) BGM制作

2011年

CR花満開 麗 (西陣) 実機ボイス収録・キャスティング

2011年 CR本管にまかせろ！(大一商会) SE制作2011年

プロポーズ大作戦 (京楽) 実機ボイス収録

2010年 CR RED ZONE 実機ボイス収録・キャスティング

2009年
CR桃キュン剣 (西陣) 実機ボイス収録・キャスティング

2009年
CRAパチンコ大賞 (西陣) 実機ボイス収録・キャスティング

2008年

CRポップカルチャー (西陣) 実機ボイス収録

2008年 CRAクイズタイムショック (エース電研) 実機ボイス収録2008年

CR春歌秋冬 (西陣) 実機ボイス収録・キャスティング

2007年

CR海百景 (西陣) 実機ボイス収録・キャスティング

2007年 CRマスク (西陣) BGM/SE制作・実機ボイス収録2007年

CRゴクウ (西陣) 実機ボイス収録・キャスティング

2006年

CRジャッキーチェン (西陣) BGM･SE制作・キャスティング

2006年 CR小柳ルミ子 (西陣) BGM･SE制作2006年

CRバルタン星人！？ (エース電研) BGM･SE制作



ステージイベント
禁断BOYS COLLECTION
会場：品川ステラボール
主催：MAGES.
概要：声優によるステージイベント/グッズ販売
2016年1月

Rejet新作発表会2016　
会場：ニコファーレ
主催：Rejet
概要：代表による新作プレゼンテーション/ライブなど
2015年8月 

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.
概要：声優によるステージイベント /グッズ販売
2015年12月 

禁断生フェスティバルFINAL
会場：有明コロシアム
主催：MAGES.
概要：声優によるステージイベント /グッズ販売
2015年8月 

Myrah Kay チャリティコンサート
会場：なかのZERO 小ホール
主催：オフィス蓮華
概要：歌手のマイラケイと豪華ゲストによるコンサート
2015年8月 

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

ブギウギ☆Night大晦日スペシャルイベント
会場：ギャラクシティ西新井文化ホール
主催：ドワンゴ
概要：人気ニコ生番組の俳優陣によるステージイベント
2014年12月 

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
概要：音楽劇（作： 荒木とよひさ 演出：錦織一清）
2012年9月 

ナラウ ナ マモ オ トゥリパ日本校5周年コンサート　
会場：JCBホール
主催：ナラウ ナ マモ オ トゥリパ
概要：フラダンス
2011年11月 

禁断生フェスティバルFINAL

EVENT

他



闘会議2015〈XFLAG〉
概要：ステージイベント/生放送

2016年1月 幕張メッセ

AGF2013-2015〈Rejet〉
概要：グッズ販売

2015年11月　池袋サンシャインシティ

AGF2015〈MAGES. 明治東亰恋伽/B-project〉
概要：グッズ販売/展示/CD先行予約

2015年11月　池袋サンシャインシティ

ニコニコ超会議2015〈スパイク・チュンソフト〉
概要：ゲーム実況生中継/グッズ販売

2014年8月 幕張メッセ

コミックマーケット86〈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8月 幕張メッセ

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/展示

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

大型イベント ブース運営

闘会議2015〈XFLAG〉

AGF〈Rejet〉

アニメジャパン2014〈モモキュンソード〉

EVENT

他



企業イベント コンベンション

光文社70周年イベント日産ブース

スターライズコンベンション

光文社70周年イベント日産ブース
会場：ヒカリエホール
動員：約1,200名
2015年10月

長谷工 就職活動支援セミナー
会場：東京ドームシティーホール
動員：約1,500名
2015年4月 

ニューウェイズフィットチョイスコンテスト
会場：舞浜アンフィシアター
動員：約2,000名
2013年3月

株式会社スターライズコンベンション
会場：福岡国際会議場
動員：約1,100名
2011年11月 

EVENT

他



遊技機 新機種発表会プレス発表会
CRまわるんパチンコ 大海物語３ 新機種発表会
会場：ウェスティンナゴヤキャッスル 他 全国8会場
主催：三洋販売・ロージーエンターテイメント
2014年9月

CRギンギラパラダイス3 新機種発表会
会場：広島産業会館 他 全国4会場
主催：三洋販売・ロージーエンターテイメント
2014年6月 

ささみさん＠がんばらないすろっと プレス発表会
会場：パセラリゾーツAKIBA
主催：三洋販売・ロージーエンターテイメント
2014年1月 

パチスロ聖闘士星矢 新機種発表会 
会場：ベルサール秋葉原他 全国5会場
主催：三洋販売・ロージーエンターテイメント
2014年1月 

CR海物語 in 沖縄 新機種発表会
会場：大阪ヒルトンホテル他 全国4会場
主催：三洋販売・ロージーエンターテイメント
2013年5月 

パチスロ プリズムナナ プレス発表会
会場：六本木ニコファーレ
主催：DAXEL
2013年4月

CR豪血寺一族 プレス発表会
会場：秋葉原UDXシアター
主催：西陣
2010年8月

CRマスク プレス発表会
会場：品川プリンスホテル CLUB eX
主催：西陣
2007年10月

パチスロ エリア88 プレス発表会
会場： 品川ザ・グランドホール
主催：イレブン
2007年8月

CRギンギラパラダイス3 新機種発表会

EVENT

他



イベント/展示会用映像

セガサミークリエイション
G2EA（カジノ機器展）用

TOYOTA GAZOO Racing
Auto Salon用

フリーデン-やまと豚
スーパーマーケット・トレードショー用

収録およびDVD制作

アイドルマスター
「SMILE SUMMER FESTIV@L！」他

禁断生フェスティバル
「キャミソール級王座戦」他

TRIX
「TRIX DX LIVE 2013」他

GUILTY GEAR × BLAZBLUE
「MUSIC LIVE 2」他

ANA
新卒採用イベント用

EVENT

コープスパーティー
「『如月学園』 ̃如月祭̃ 」他

他

他



STUDIO

WEB CASTING 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
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

株式会社マイナビ　凸版印刷株式会社　キングレコード株式会社
株式会社グリッド　株式会社SANKO　株式会社西陣
株式会社KADOKAWA　株式会社ドワンゴ　株式会社MAGES.　

Rejet株式会社　タブリエ・コミュニケーションズ株式会社 他


