
ファイオンが関わった
オンラインイベントシリーズ



2020/8 キッチンカーフェス レモンサワーフェスティバル2020 in ALVE 
17:00〜20:00

オンラインでLIVE配信

オンデマンドで動画配信

リアルタイムでチャット

01 02
 スーパーマーケットの広大な駐車場
を利用して実施した画期的な試み
のイベント。

#ナイス

https://youtu.be/qvEDx8zZObA?t=4625

 秋田でレモンサワーと美味しいお料
理が楽しめる予約制のイベント。

 イベントの様子をオンラインで配信、
コメント(チャット)参加も可能にした。

 会場のモニターで配信画面を共有し
たところ、リアル参加者がディスタンス
を保ちながらチャットで会話するという
新しいカタチのコミュニケーションも！

https://www.alve.jp/events/p1561
https://www.youtube.com/watch?v=T6u-lf396Ws

リアル + オンライン

https://youtu.be/qvEDx8zZObA?t=4625
https://www.alve.jp/events/p1561
https://www.youtube.com/watch?v=T6u-lf396Ws


リアル + オンライン

LOCAL CULTURE CONFERENCE
in 由利本荘 2021/04

地域産学官と技術士との合同セミナー
「秋田の元気な未来に向けて」03 04

「20年後につながる地域文化を生み出すために必要なものとは？」
 飲食・観光・建築・関係人口など、ジャンルを問わず全国各地で
事業や街づくりを仕掛けるプロデューサーたちと一緒に考えるカンファ
レンス

https://youtu.be/qvEDx8zZObA?t=4625

http://ipej-akita.jp/info_41th_akita.html

アプリで視聴

 オンラインとオフラインで音声の組み分け、最新のビデオス
イッチャー「V-8HD」も導入したことで、スピーディーなトーク
展開にも臨機応変に対応。

 「熱い思い」さえあれば、リモートで登壇も参加もできる。
DXは、「体験のあり方そのもの」を変えることだと、改めて確
信!

登壇者7人中5人が会場で、2人がリモート登壇となり、
Zoomをつないで行う、スーパーハイブリッド形式による実施

Matirog
POINT!

講演者によるセミナーを会場で行い、Microsoft Teams
で視聴者とつなぐ、ハイブリッド形式による実施

https://youtu.be/qvEDx8zZObA?t=4625


まてぃろぐチャンネル + オンライン

あきた舞妓オンライン劇場
×まてぃろぐチャンネル

生配信トーク番組
「スペシャルシンプルシナジー」（2回目）

オンラインでLIVE配信

オンデマンドで動画配信

リアルタイムでチャット

05 06
 秋田の観光や文化などの魅力を伝える、
会える秋田美人「あきた舞妓」

 日頃劇場で行う演目を、コラボしてライブ配
信。

https://www.youtube.com/watch?v=jk9a36WUfO8

 文子ねえさんと、井川渉さんがサプライズ
出演

https://youtu.be/HCkxhS9Ii-4?t=758

https://www.youtube.com/watch?v=jk9a36WUfO8
https://youtu.be/HCkxhS9Ii-4?t=758


まてぃろぐチャンネル + オンライン

「おうちでラムだっちゃ」 「わんこラムだっちゃ」

オンラインでLIVE配信

オンデマンドで動画配信

リアルタイムでチャット

07 08

オンライン飲み会の進化版▶参加すると、お店と同じ商品を通販
で購入、オンラインでつなぎ、みんな一緒に食べて飲む会

https://lamb-daccha.com/ouchidelam/
https://www.youtube.com/watch?v=PwsvlrVyjXk https://www.youtube.com/watch?v=oZYl8A8SEQQ

 秋田のジンギスカン専門
店による大食い企画

 「肉の日」に合わせ
ネット中継

企画を応援してくださる個人スポンサー・企業スポンサーを募り、
一定数に達したらイベントを実行するというスタイル

https://lamb-daccha.com/ouchidelam/
https://www.youtube.com/watch?v=PwsvlrVyjXk
https://www.youtube.com/watch?v=oZYl8A8SEQQ


エンタメ + オンライン

ゴトウモエ 自主演劇公演 モエ式
「無題-モエ式即興劇-」

雪櫻をオンラインde楽しむ会
『からまつ山荘 24時』〜座敷わらし調査隊〜

オンラインでLIVE配信

オンデマンドで動画配信

リアルタイムでチャット

09 10
2018年、2019年にココラボラトリーで上演され秋田の演劇界・
芸能界で大きな話題となった即興劇をオンライン上で実施
出演者は全員自宅から出演。画面上でぶつかり合うガチンコ即
興劇！

https://www.youtube.com/watch?v=I88n37-sC2g
https://www.youtube.com/watch?v=qN1fKr3W47U

 フォロワー数の多いタレント
のSNSアカウントを効率よく
組み合わせ、配信から10
日で総再生数5万回を突
破した伝説のオンラインイ
ベント！！

横手の酒造店「阿櫻酒造」が販売している純米大吟醸無濾過
原酒『雪櫻』を味わいながら、
【絶対に標準語ヲしゃべってはいけない】企画

https://www.youtube.com/watch?v=I88n37-sC2g
https://www.youtube.com/watch?v=qN1fKr3W47U


イベント + オンライン

秋田商工会議所青年部の5月例会
(コロナ警戒レベル引き上げによるオンライン形式への変更)

タプロス会合同保安コンテスト
「コンテストで保安徹底」11 12

 秋田市を拠点に、起業支援事業を手がけている 株式会社
141&Co.（ワンフォーワン アンドコー）の代表取締役 石井宏典
氏を講師にお迎えしての例会。

 急遽オンラインでの開催へ切り替わったため、会員として少しでも役
に立てればとの思いでフル機材を持ち込んで協力させていただいた。

https://ameblo.jp/matirog/entry-12675375284.html
https://www.facebook.com/AKITAYEG/posts/2917228811874965

 ピンチの時こそ助け合いの精神が必要
 連帯の中から生まれる真の絆、その中で自然と積まれる自

己研鑽
 YEGに入会して本当に良かった！
 翌日早速、会員の先輩から、イベントがオンライン開催にな

りそうということで、当日の配信オペレーション依頼あり
＼(^o^)／

Matirog
POINT!

 タプロス（本社・秋田市、木村繁社長）と取引事業者でつくるタ
プロス会（佐澤公明会長）は７月28日、秋田市のホテル大和
で合同保安コンテストを開催

急な依頼でも対応可能！ 2件の爆発事故発生を重く見て、保安コンテストを開催

コロナ禍のためYouTubeでライブ配信し、出場者や審査員など
を除く多くの会員はオンラインで参観

 佐澤会長はあいさつで、二つの事故が発生したことについて「衝撃的だった」と
し、「事業者はそれぞれ対策を取ったと思うが、ガスは怖いという気持ちを消費
者に植え付けてしまった」と評した

 「その気持ちを和らげるのはわれわれ事業者だ。不安なく使ってもらうためには
信頼関係が必要で、それをどう構築するかが大切」とし、そのポイントを「今日
のコンテストで見付けてほしい」と述べた

ライブ配信

※イメージ

https://ameblo.jp/matirog/entry-12675375284.html
https://www.facebook.com/AKITAYEG/posts/2917228811874965


イベント + オンライン

キッズうた大会 ブラウブリッツ秋田(サッカーチーム)
オンラインファン感謝デー13 14

 プロデューサー藤原美幸さんと共にゼロから作り上げた、リモートなら
ではのイベントに！

 企業様からのスポンサードもいただき(美幸さんパワー)、また、多く
の人からのご視聴&リアルタイムでの応援コメントもいただいた

https://www.youtube.com/watch?v=2f5AylKYi2w&t=685s

 会社として、オンラインイベントという分野に特に力を注ぎ、
機材もアップグレード、スキルと経験も身につけてきた

 特に、配信オペレーションをしながらMCを務めるという技術
においては、少なくとも秋田では誰にも負けない自信あり！

Matirog
POINT!

 10月17日、ファン感謝デーを開催
 ブラウブリッツ秋田の選手たちがグループに分かれて様々なゲームで
対戦（ゲームによって収録のものと当日対戦するものがある）

 駆け引きあり、だましあり、選手たちの普段見れない一面が見れた
と喜ばれた

 視聴者からもブラウブリッツからも大変好評

全国からたくさんのキッズが参加 目標としていた2000回再生を達成

時代の変化に対応し、娯楽の新しいカタチを、
これからも追求し続けます
やがては、そのカタチがスタンダードになると信じて、、、

オンラインでLIVE配信

オンデマンドで動画配信

リアルタイムでチャット

https://www.youtube.com/watch?v=UXHFC2S5rEY

https://www.youtube.com/watch?v=2f5AylKYi2w&t=685s
https://www.youtube.com/watch?v=UXHFC2S5rEY


2022.4.29
「スポーツビジネスから地方創生を考える」15

 株式会社MTG Ventures藤田社長が進行役となり、サッカーJ2
ブラウブリッツ秋田の岩瀬社長、Bリーグノーザンハピネッツの水野社
長、Tリーグ琉球アスティーダスポーツクラブの早川社長、計4名の
パネリストによるパネルディスカッション。

 パネリストの前にビデオカメラを一台ずつ設置。その人のしゃべる言
葉だけでなく、視線や表情まで余すことなく捉え、それを会場内のス
クリーンに投影。

 パネリストも観客もその熱量を共有することで会場内はスポーツビ
ジネスへの更なる期待感で包まれた。

第一部 講演会 第二部 パネルディスカッション

オンラインでLIVE配信

オンデマンドで動画配信リアル + オンライン

https://youtu.be/4-aaDjtay1s
https://youtu.b
e/LYFftuIp0C4

 琉球アスティーダスポーツクラブ 早川周作社長（秋田市出身）
による基調講演を会場で開催、同時にオンラインにて配信。

 「地域や地元産業の課題を解決することが企業価値を上げる」と
の考えを持ち、スポーツビジネスへの挑戦が地方創生につながると
語った。

 県内での創業やプロスポーツビジネスを通して故郷・秋田に恩返し
したい考えもあり、今後の活躍・地方の活性化が期待される。

講演会・パネルディスカッション in 秋田市文化会館
主催：スポーツビジネスから地方創生を考える会実行委員会

https://youtu.be/4-aaDjtay1s
https://youtu.be/LYFftuIp0C4


文化交流 + オンライン

2021.3~2022.4
「秋田リモート文化塾｣16

 遠い秋田と南米をリモートで繋ぎ、魅力ある秋田の伝統文化(民
謡、伝統芸能、プロスポーツ、食文化等）を知って頂き、また、若
い世代同士のディスカッションを通して、楽しみながら双方の理解を
深める機会とし、今後に繋がる交流の礎とする。

 多くの団体様と協力、あらゆる会場をリモートで繋ぎ交流を実現。

リモートで繋がる 秋田・南米 交流の輪

• 秋田県国際交流協会
• 日本民謡梅若流梅若会
• ブラウブリッツ秋田
• 劇団わらび座
• 秋田大学
• オリジナルスマイル研究所

でリモート講座

アーカイブで動画配信

協力団体

• 山王十字路スタジオ
• わらび座
• 秋田拠点センターアルヴェ
• みんなの体育館やばせ

リモート会場

ブラジルと秋田を繋ぎ、計8回のリモートによる文化交流
主催：秋田県企画振興部国際課

▲講座一例



セミナー + オンライン

2022.3.4
「令和3年度がん対策推進企業アクション統括セミナー｣17

 がん対策に積極的に取り組んだ優良企業の表彰と、講演会の開
催。

 表彰企業、司会者、講演者が会場で、視聴はウェビナーという形
での実施。

 ファイオンは、カメラマン・舞台端末
管理を担当。

視聴参加者は全国各地から数百名がウェビナーにて視聴

• 一般来場者の傍聴を予定していましたが、新型コロナウィルス感染拡大防
止のため、オンライン配信での視聴のみとなった。

• 会場での傍聴とオンライン配信によるハイブリッド開催は、何らかの事情で来
場できなくなっても、イベントに参加できるというメリットは大きい。

でウェビナー

アーカイブで動画配信

当初は…

表彰式・講演会 in星稜会館（東京都千代田区）
主催：がん対策推進企業アクション（厚労省委託事業）

▲東京の会場

 今や、表彰式も「配信」で行う時代。記念盾の授与は、非
接触で行うニュースタイル。

 会場スクリーンのON/OFFを巧みにコントロールすることで、
ステージ中央での記念撮影が可能。

 受賞者の喜びの表情も、アップで映してあげれば、オンライ
ン視聴者も会場の関係者も大満足。

 会場には、受賞関係者、メディア関係、運営スタッフのみ。
かたや、オンライン視聴参加者は全国各地から数百人！

Matirog
POINT!
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