
イベント名 内容 場所 備考・実施日等

1
オキナワエンターテインメントアトラクション

「綾庭の宴（AYAMIYA）」

オリジナル

沖縄総合芸能ショー
沖縄県内（多数）

別紙

「綾庭の宴（AYAMIYA）」

上演実績参照

2 学校公演
音楽リトミック・沖縄芸能ショー・

ミュージカルショー・ほか
沖縄県内（多数） 音楽鑑賞会・芸能鑑賞会

3 福祉施設等訪問公演
沖縄芸能ショー・

交流プログラム
沖縄市内（多数）

高齢者福祉施設慰問公演・

障害者福祉施設訪問公演

及び交流等

4 韓国某企業社員ツアー公演 沖縄芸能ショー演出・出演 MARRIOTT HOTEL 2017年4月

5 宜野湾市民劇「謝名」
音楽監督、音楽制作、

出演コーディネート

宜野湾市民会館

（大ホール）
2018年2月

6 陸上自衛隊第15音楽隊音響講座 音響指導 陸上自衛隊那覇基地 2018年3月

7 中国大手企業社員旅行大宴会公演

創作エイサー、空手、

バンド等

構成・演出・出演

万座ビーチリゾートホテル
2018年5月

（計2回）

8
平成30年度沖縄都市緑化祭in沖縄市

懇親会

洋楽バンド演奏・演出・

出演コーディネート
沖縄市民会館（中ホール） 2018年10月

9
沖縄テレビ新春特番

「新春島唄の祭典」

番組構成・演出・

アーティストブッキング

沖縄テレビ

（那覇市）

沖縄音楽アーティストを中心とし

たキャスティング、

演出、楽曲アレンジ担当

10
オリオンビールドラフト

テレビCM（4シリーズ）

演出・振り付け・

ダンサーブッキング・

指導及び管理

県内

（本部町・北中城村・

北谷町・ほか）

11
ホンダカーズ乗るだけセット

テレビCM

演出・振り付け・

キャストブッキング・

指導及び管理

北谷町

12 国内リハビリテーション学会　懇親会
オリジナル沖縄芸能ショー・

民謡唄者コラボ演出

東南植物楽園

（沖縄市）

オリジナル演目制作・上演・

民謡唄者コラボ曲アレンジ及び

演舞演出

entertainment produce DSO 主な活動実績

【企画・演出・出演・指導等】



イベント名 開催日 場所 内容

1 本公演 平成21年3月6日 ミュージックタウン音市場
・フルver

・初演（自主企画公演）

2 沖縄国際アジア音楽祭MUSIX 平成22年3月28日 沖縄市小劇場あしびなー ・フルver

3 キジムナーフェスタ 平成22年7月17日 ミュージックタウン音市場 ・フルver

4 国内私立高等学校修学旅行公演 平成22年9月7日 ミュージックタウン音市場 ・フルver

5 ワールド嘉利～フェス2011 平成23年4月2日 沖縄市民会館（大ホール） ・フルver

6 本公演 平成23年10月24日 ミュージックタウン音市場
・フルver

・自主企画公演

7 本公演
平成25年8月29・30日

（計2回）
ミュージックタウン音市場

・フルver

・自主企画公演

8
なかのまちヤカラーズ第1回定期発表会

「うちなーエンタメ　ザ・ベストテン」
平成26年2月11日 ミュージックタウン音市場 ・ショートエディットver

9 県内リゾートホテル企画公演 平成26年10月25日 万国津梁館 ・ショートエディットver

10
沖縄市・豊中市兄弟都市締結

40周年記念式典懇親会
平成26年11月8日 ミュージックタウン音市場 ・ショートエディットver

11 本公演 平成26年11月23日 那覇市民会館（大ホール）
・フルver

・自主企画公演

12
なかのまちヤカラーズ第2回定期発表会

「うちなーエンタメ　ザ・ベストテン」
平成27年2月15日 ミュージックタウン音市場 ・ショートエディットver

13 国内私立高等学校修学旅行公演
平成27年3月5・6日

（計2回）
ミュージックタウン音市場 ・フルver

14 本公演 平成27年3月6日（夜） ミュージックタウン音市場
・フルver

・自主企画公演

15
全日本女子バレーボールチーム

「火の鳥ＮＩＰＰＯＮ」沖縄合宿歓迎レセプション
平成27年4月23日 ミュージックタウン音市場 ・ショートエディットver

16 国内大手旅行代理店企画公演 平成27年11月23日 ミュージックタウン音市場 ・ショートエディットver

17 本公演 平成27年12月3日 浦添市てだこホール（大ホール）
・フルver

・自主企画公演

18 国内大手旅行代理店企画公演 平成28年1月25日 ミュージックタウン音市場 ・ショートエディットver

19
なかのまちヤカラーズ第3回定期発表会

「うちなーエンタメ　ザ・ベストテン」
平成28年2月21日 ミュージックタウン音市場 ・ショートエディットver

20 本公演 平成28年3月12日 ミュージックタウン音市場
・フルver

・自主企画公演

21
回復期リハビリテーション病棟協会

第27回大会in沖縄
平成28年3月4日 東南植物楽園 ・ショートエディットver

22 「ザ・テラスホテルズ」プレゼンツ公演
平成28年4月7・26日

（計2回）
万国津梁館 ・ショートエディットver

23 国内クルーズ客船企画公演 平成28年9月22日
クルーズ客船

「ぱしふぃっくびぃなす」
・ショートエディットver

24
「第5回世界若者ウチナーンチュ大会」

OPセレモニー
平成28年10月20日 西原町さわふじホール ・ショートエディットver

25
「第6回世界のウチナーンチュ大会」

沖縄市歓迎レセプション
平成28年10月28日 ミュージックタウン音市場 ・ショートエディットver

26 国内大手旅行代理店企画公演 平成28年11月23日 ミュージックタウン音市場 ・ショートエディットver

27 国内私立高等学校修学旅行公演
平成28年12月7・8日

（計2回）
ミュージックタウン音市場 ・フルver

28 本公演 平成29年1月14日 ミュージックタウン音市場
・フルver

・自主企画公演

29
第6回世界のウチナーンチュ大会

事務局主催「感謝の夕べ」公演
平成29年3月23日

ハーバービューホテル

「彩海の間」

・ショートエディットｖｅｒ

・スペシャルゲスト出演

30 国内大手旅行代理店企画公演
平成29年4月6,18,24日

（計3回）
ロワジールホテル那覇 ・ショートエディットｖｅｒ

31 国内クルーズ客船企画公演 平成29年4月16日 ミュージックタウン音市場 ・フルver

32 国内私立高等学校修学旅行公演
平成31年12月７・8日

（計2回）
ノボテルホテル那覇 ・フルver

33 本公演 令和2年12月4日 ミュージックタウン音市場
・フルver

・自主企画公演

オキナワエンターテインメントアトラクション綾庭の宴（AYAMIYA)　上演実績



イベント名 内容 場所 備考・実施日等

1
東南植物楽園レストラン「PEACE」

常演アーティスト派遣・ブッキング

沖縄音楽・ジャズ・クラシック・

ポップス・民族音楽等

東南植物楽園

（沖縄市）
2017年

2 国内旅行代理店企画ツアー公演 創作エイサー演舞 ロイヤルホテル沖縄残波岬 2017年7月

3 中国スポーツメーカー社員旅行 創作エイサー演舞
とぅばらーま

とぅばらーまホール
2017年8月

4 国内医療関係学術集会懇親会公演 伝統芸能エイサー演舞
宜野湾トロピカルビーチ

特設ステージ
2017年10月

5 中国企業社員旅行公演 創作エイサー演舞
ANAインターコンチネンタル

万座ビーチリゾート
2018年3月

6 中国企業社員旅行公演 創作エイサー演舞 料亭那覇 〃

7 国内企業大宴会公演 伝統芸能エイサー演舞
沖縄かりゆし

ビーチリゾート
2018年4月

8 国内企業大宴会公演 琉球舞踊　演舞
沖縄かりゆしアーバンリゾート

那覇

2018年4月(2回）

2018年5月(2回）

9
沖縄県下水道協会総会

交流会
琉球舞踊　演舞

ホテルモーリアクラシック

沖縄市
2018年4月

10 中国企業社員旅行公演 伝統芸能エイサー演舞
ANAインターコンチネンタル

万座ビーチリゾート
〃

11 国内企業大宴会公演
伝統芸能エイサー及び

創作エイサー演舞
万国津梁館

2018年5月(2回）

2018年8月（1回）

12 医療関係学会懇親会公演 創作エイサー演舞 ヒルトン沖縄北谷リゾート 2018年5月

13 国内企業大宴会公演 伝統芸能エイサー演舞 万国津梁館 2018年6月

14 国内大手自動車メーカー社員旅行公演 伝統芸能エイサー演舞 ザ・ナハテラス 〃

15 国内大手自動車メーカー報奨旅行公演 創作エイサー演舞
ANAクラウンプラザホテル

沖縄ハーバービュー
〃

16 国内旅行代理店企画ツアー公演 伝統芸能エイサー演舞 ロイヤルホテル沖縄残波岬 2018年7月

17 医療関係学会懇親会公演
島唄ショー及び

創作エイサー演舞
万国津梁館 2018年9月

18 国内大手自動車メーカー社員旅行公演 島唄ショー
沖縄かりゆし

ビーチリゾート
2018年9月(計4回）

19 国内企業大宴会公演 伝統芸能エイサー演舞 ロワジールホテル那覇 2018年9月(計2回）

20 国内企業大宴会公演 伝統芸能エイサー演舞 ヒルトン沖縄北谷リゾート 2018年10月

21 国内企業大宴会公演 創作エイサー演舞
ウエストマリンディナークルーズ

「モビーディック号」
〃

22 中国企業社員旅行公演 創作エイサー演舞 ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 〃

23 One for All, All for One in Okinawa 2018 創作エイサー演舞 ロワジールホテル那覇 〃

24 13th WEC NortheastAsia Regional 創作エイサー演舞 ラグナガーデンホテル 〃

25 中国企業社員旅行公演 琉球舞踊演舞
ウエストマリンディナークルーズ

「モビーディック号」
〃

26 第66回日本図書館情報学会研究大会 琉球舞踊演舞 琉球大学 2018年11月

27 国内企業大宴会公演 オリジナル演出エンタメショー ロイヤルホテル沖縄残波岬 〃

28 中国企業社員旅行公演 島唄ショー
蒸氣海鮮

（北谷町美浜）
〃

29 中国企業社員旅行公演 創作エイサー・獅子舞演舞 ヒルトン沖縄北谷リゾート 〃

30 国内企業大宴会公演 創作エイサー演舞 ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 〃

31 国内医療関係学術大会公演 創作エイサー・獅子舞演舞 パシフィックホテル沖縄 〃

32 国内企業大宴会公演 島唄ショー ヒルトン沖縄北谷リゾート 〃

33 日本生涯スポーツ学会　第20回大会 琉球舞踊演舞 名桜大学 〃

34 国内企業大宴会公演 オリジナル演出エンタメショー ANAインターコンチネンタル石垣 2018年12月

35 国内企業大宴会公演 創作エイサー 料亭那覇 〃

36 国内企業大宴会公演 エイサー
ANAインターコンチネンタル

万座ビーチリゾート
2018年12月（計2回）

37
県内リゾートホテル

カウントダウンパーティー
アコースティック音楽 県総合運動公園 2018年12月

38
県内リゾートホテル

新春アトラクション
創作エイサー・獅子舞演舞 ロワジールホテル那覇 2019年1月

39 国内企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞
ロワジールホテル那覇

天妃の間
2019年1月（計2回）

40 中国企業社員旅行公演 エイサー
首里天楼

別邸
2019年1月

【アーティスト、芸能団等の派遣・コーディネート】　（1〜40件）

entertainment produce DSO 主な活動実績



イベント名 内容 場所 備考・実施日等

41 国内企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞
ロワジールホテル那覇

天妃の間
2019年1月

42 国内企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞
ロワジールホテル那覇

天妃の間
2019年3月

43 国内大手旅行代理店　表彰旅行 オリジナル演出エンタメショー
ロワジールホテル那覇

天妃の間
〃

44 国内企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞 ヒルトン沖縄北谷リゾート 2019年4月

45 国内企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞 ロイヤルホテル沖縄残波岬 〃

46 国内大手自動車メーカー社員旅行公演 創作エイサー・獅子舞演舞
ロワジールホテル那覇

天妃の間
〃

47 中国企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞 ノボテルホテル沖縄那覇 〃

48 国内企業大宴会公演 オリジナル演出エンタメショー 万国津梁館サミットホール 2019年5月

49 国内企業大宴会公演 オリジナル演出エンタメショー 万国津梁館サミットホール 〃

50 国内企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞 ロワジールホテル那覇 〃

51 国内企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞 ロイヤルホテル沖縄残波岬 〃

52 国内企業大宴会公演 エイサー演舞 ヒルトン沖縄北谷リゾート 〃

53 国内大手旅行代理店企画旅行公演 エイサー演舞
ANAインターコンチネンタル

万座ビーチリゾート
〃

54 国内企業大宴会公演 エイサー演舞 ヒルトン沖縄北谷リゾート 2019年6月

55 国内企業大宴会公演 島唄ショー ANAインターコンチネンタル石垣 〃

56 国内企業大宴会公演 エイサー演舞 ヒルトン沖縄北谷リゾート 〃

57 中国企業大宴会公演 オリジナル演出エンタメショー ロイヤルホテル沖縄残波岬 〃

58 国内企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞 カヌチャリゾートオキナワ 2019年7月

59 国内大手旅行代理店企画旅行公演
インストゥルメンタルバンド・

エイサー演舞
ロイヤルホテル沖縄残波岬 〃

60 International Academic conference in Okinawa 創作エイサー・獅子舞演舞 沖縄コンベンションセンター 〃

61 国内大手製薬会社大宴会公演 創作エイサー
沖縄かりゆしビーチリゾート

特設会場
〃

62 Developing Neural Circuits Course 2019 創作エイサー・獅子舞演舞
OISTシーサイトハウス

３Fちゅらホール
2019年8月

63 日本の旬沖縄　キックオフミーティング・意見交換会 創作エイサー・獅子舞演舞 かりゆしアーバンリゾート那覇 2019年9月

64 特別ディレクター会議 創作エイサー・獅子舞演舞 沖縄コンベンションセンター 2019年9月（計3回）

65 電気学会Ｃ部門大会 琉球舞踊 ホテルロイヤルオリオン 2019年9月

66 中国企業大宴会公演 創作エイサー
首里天樓

別邸
〃

67 九州地区商工会青年部合同研修会（沖縄大会） エイサー演舞 豊見城市美らSUNビーチ 〃

68 国内企業大宴会公演 オリジナル演出エンタメショー 大家（うふや） 〃

69 国内医療関係学術大会懇親会 創作エイサー 沖縄コンベンションセンター 〃

70 日本の旬沖縄　キックオフミーティング・意見交換会 創作エイサー・獅子舞演舞 かりゆしアーバンリゾート那覇 〃

71 九州商工会職員協議会合同研修会 創作エイサー・獅子舞演舞 リザンシーパークホテル谷茶ベイ 〃

72 中国企業大宴会公演 創作エイサー 首里天樓別邸 〃

73 国内企業社員旅行公演 エイサー演舞 ヒルトン沖縄北谷リゾート 〃

74 国内大手自動車メーカー社員旅行公演 創作エイサー・獅子舞演舞 リザンシーパークホテル谷茶ベイ 2019年10月

75 Advances in Cluster Beam Deposition 創作エイサー・獅子舞演舞
OISTメインキャンパス

レストランフロア（B階）
〃

76 Okinawa School in Physics: Coherent Quantum Dynamics 創作エイサー・獅子舞演舞
OISTｼｰｻｲﾄﾞﾊｳｽ

1Fﾛﾋﾞｰ
〃

77 国際学会懇親会公演 琉球舞踊 リザンシーパークホテル谷茶ベイ 〃

78
International Network of Planetary Sciences 

"Planet2/RESCEU Symposium 2019"
オリジナル演出エンタメショー

万国津梁館

オーシャンホール
〃

79 Cargill Metals Company Trip to Okinawa 創作エイサー・獅子舞演舞 美々ビーチ 〃

80 国内企業社員旅行公演 創作エイサー
万国津梁館

サミットホール
〃

entertainment produce DSO 主な活動実績

【アーティスト、芸能団等の派遣・コーディネート】　（41〜80件）



イベント名 内容 場所 備考・実施日等

81 国内企業大宴会公演 創作エイサー 沖縄かりゆしビーチリゾート 2019年10月

82 Advances in Cluster Beam Deposition オリジナル演出エンタメショー
OISTメインキャンパス

レストランフロア（B階）
〃

83 日本空調衛生工事業協会全国会議沖縄開催 島唄ショー ラグナガーデンホテル 〃

84 第21回日本イアンドナルド超音波講座沖縄 創作エイサー・獅子舞演舞
万国津梁館

サミットホール
〃

85 第４９回全国ろうあ女性集会 創作エイサー・獅子舞演舞 ロワジールホテル那覇 〃

86 第13回環太平洋国際セラミックス会議（PACRIM13） 創作エイサー・獅子舞演舞 ラグナガーデンホテル 〃

87
37th International Communication Satellite Systems 

Conference(ICSSC)
創作エイサー・獅子舞演舞 ﾀﾞﾌﾞﾙﾂﾘｰByﾋﾙﾄﾝ那覇首里城 〃

88 令和元年度　認定こども園連盟全国区研修会「沖縄大会」 創作エイサー・獅子舞演舞 ロワジールホテル那覇　天妃の間 〃

89 国内企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞
ANAインターコンチネンタル

万座ビーチリゾート
2019年11月

90 ICSB 2019 エイサー演舞 リザンシーパークホテル谷茶ベイ 〃

91 コロイドおよび界面化学討論会 第70回記念国際会議 オリジナル演出エンタメショー
万国津梁館

サミットホール
〃

92 国内大手自動車メーカー社員旅行公演 創作エイサー ガンガラーの谷 〃

93 国内企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞 ダブルツリーBYヒルトン那覇首里城 〃

94 国内企業大宴会公演 オリジナル演出エンタメショー ロイヤルホテル沖縄残波岬 〃

95 国内大手自動車メーカー社員旅行公演 創作エイサー ガンガラーの谷 〃

96 国内企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞
万国津梁館

サミットホール
〃

97 国内企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞 風月楼本店 〃

98 日本機械学会九州支部 沖縄講演会 創作エイサー ホテル ロイヤルオリオン 〃

99 全国クレーン建設業協会第49回評議委員会・経営者研究会 創作エイサー 沖縄ハーバービューホテル 〃

100
第10回オキナワベンチャーマーケット

万国津梁大異業種交流会
創作エイサー・獅子舞演舞 auセルラーパーク那覇 〃

101 EAPETEA-7 (2019) 琉球舞踊 ガンガラーの谷 〃

102 第5回Fatty　Pig国際研究集会 創作エイサー・獅子舞演舞 パシフィックホテル沖縄 〃

103 国内企業大宴会公演 オリジナル演出エンタメショー ANAインターコンチネンタル石垣 〃

104
2019年度第65回全国溶接技術競技会

九州地区沖縄大会　技術交流会
創作エイサー・獅子舞演舞

ロワジールホテル那覇

天妃の間
〃

105 国内企業大宴会公演 オリジナル演出エンタメショー ノボテルホテル沖縄那覇 2019年12月

106 国際岩の力学会2019特別会議 創作エイサー ラグナガーデンホテル 〃

107 国内大手自動車メーカー社員旅行公演 創作エイサー ガンガラーの谷 〃

108 国内企業大宴会公演 創作エイサー リザンシーパークホテル谷茶ベイ 〃

109 中国企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞 とぅばらーま 2020年1月

110 Beckman Coulter 2020 Kick-off Meeting オリジナル演出エンタメショー Okinawa Marriott Resort & Spa 〃

111 中国企業大宴会公演 創作エイサー・獅子舞演舞 ロイヤルホテル沖縄残波岬 〃

112
第２回九州地区知的障害者福祉協会　各種別部会　合同研修

会（沖縄大会）
創作エイサー・獅子舞演舞 ロワジールホテル那覇 〃

113 第30回日本頭頸部外科学会総会ならびに学術講演会 創作エイサー ロワジールホテル那覇 〃

114 国内企業大宴会公演 オリジナル演出エンタメショー
ヒルトン北谷

テラス会場
2020年2月

115 ResorTech Okinawa おきなわ国際ＩＴ見本市 創作エイサー・獅子舞演舞 ラグナガーデンホテル 〃

entertainment produce DSO 主な活動実績

【アーティスト、芸能団等の派遣・コーディネート】　（81〜115件）


