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株式会社Ｄｅａｉ
企業理念

人との出会い 物との出会い 町との出会い
Deaiを繋いで、人を笑顔に、社会を元気に

人・物・町・社会・ビジネス・社会貢献、全ての事柄は、出会いから始まると考えます。
素晴らしい出会いは、素晴らしい化学反応を生み、成長・笑顔・元気を起こします。

株式会社Deaiでは、出会った事柄を大切に見極め、大切なお客様にとって、
有益となる情報を提供し、ともに、成長できる未来を目指します。

ＣＢグループの、多岐に渡るネットワークを活かし、
Deaiの細やかな対応と実行力を行使する事で

業界の垣根を越えて取り組める、新しいビジネスを構築致します。

代表取締役 出合美保

Content Business
◎権利ビジネス
◎出版事業
◎広告代理業
◎子どもの未来プロジェクト

Consulting Business
◎公共デザイン研究所
◎SDGs事業

Communication Business
◎国際広報・パブリックリレーションズ
◎海外事業展開支援

Consumer Business
◎商社ビジネス
◎イベント運営
◎事務局業務

Clean Business
◎遠赤外線触媒還元法

株式会社Ｄｅａｉは、株式会社ＣＢグループ100％出資 グループ会社です。



Content Business



世界に向けて発信できる舞台をご用意しています。

フィギュアスケート・体操・カーリングなど、国際連盟や各国連盟からチー
ムのサポートまでを行っています。スポーツをはじめビジネスから観光まで、
幅広い領域でイベントの運営やスポンサードの権利を保有。各種雑誌の発刊
も実施し、世界に発信する舞台をご用意するとともに、貴社のさらなるブラ
ンド価値の向上を支援してまいります。
さらに、子ども未来プロジェクトも設立。SDGs（持続可能な開発目標）を達
成するために、スポーツや文化、国際交流などを通じて、子どもたちの未来
をつくっています。

権利ビジネス ------

フィギュアスケート
・グランプリシリーズ
・チャレンジャーシリーズ
・ジュニアグランプリシリーズ
・その他公式戦・アイスショーなど

体操
・体操
・新体操
・エアロビック
・スポーツアクロバット
・パルクール

カーリング
・軽井沢国際カーリング選手権大会
・どうぎんクラシック
・チームサポート（レッドウィンズ）

ボルダリング
・全国小学生大会
・マスターオブブロック

Content Business



広告代理業 ------

・メジャーリーグ
・スピードスケート
・柔道
・バトミントン
・各種テレビCM
・Forbes JAPAN

出版事業 ------

Ice Jewels 
〈雑誌〉企画・編集・出版

Kansai Scene 
〈雑誌〉企画・編集・出版

KAMICHARISMA 
〈書籍〉企画・編集・出版

子どもの未来プロジェクト

ジーコ子ども育成プログラム
ボルタリング全国小学生大会
貴乃花相撲国際交流など

Content Business



Content Business



海外事業を有利に展開するためのコネクションを持っています。

郷にいれば郷に従え。世界を舞台に事業を有利に展開するには、その国の風土
や風習を知るとともに、現地の人たちとつながりを持つことが重要です。CBは、
これまでの海外活動の中で培ってきた豊富な経験知と幅広い人脈を活用し、貴社

の事業発展を支援します。

海外のステークホルダーに対し、文化
外交を通じて戦略的に情報発信するこ
とを目的。

Japan Index、Japan Origin、Runners Info
を事業の３本柱として国際交流を促進
しています。幅広い海外活動の経験を
活かして、的確な広報およびパブリッ
クリレーションを実践していきます。

Communication Business



Runners Info
（ランナーズインフォメーション研究所）------

観光庁が設立した歩く旅、走る旅のインフラです。日本の何気ないと思われて
いる場所を「新しい視点」でルート認定することで、“日本を世界一、歩きたい、
走りたい国”にする活動を行っています。2020年代。人口が減っていく中で、増
大する需要があります。歩くこと。走ること。ルートは、坂本龍一氏（音楽
家）、佐野藤右衛門氏（造園家）、高橋尚子選手や有森裕子選手(ともにラン
ナー)などが紹介しています。

JAPAN INDEX ------
世界各国のメディアとの直接ルート・
関係を通じ、日本の情報やコンテンツ
を海外にマッチングします。メディア
掲載までの道のりを容易にしながら、
日本各地からのストーリー露出を国際
的に増やすための唯一無二のプラット
フォームを目指しています。

Communication Business

Communication Business



Consumer Business

日本の素晴らしき事物を世界に。世界の本物を日本に。

商社ビジネス（グループの貿易専門会社・キャバックインターナショナルで実施）

・視覚障害者向けバイアスロンの射撃機器の日本国内独占代理店

・抗原キット、消毒液、防護服など、各種衛生用品の調達（グループの流通卸売会社Deaiで実施）



事務局業務

・日本のワインを愛する会
・MX プロジェクト（モトクロス）
・ランナーズインフォ
・Japan Origin
・SDGs分科会

Consumer Business

イベント運営



ＣＢグループ情報

商 号：株式会社CB
代表取締役：谷岡弘邦
設 立：2015年7月1日
資 本 金：1000万円
本 社：東京都千代田区霞ヶ関3-7-1霞ヶ関東急ビル4階

TEL 03-6205-8448 FAX 03-6205-8447
関西支社 ：兵庫県芦屋市親王塚町13-15岸の里ビル3階

TEL 0797-25-9322 FAX 0797-25-9321
取引銀行：三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、きらぼし銀行、商工中金

【主な取引先】

①行政コンサルタント事業（公共デザイン研究所）
国土交通省、観光庁、内閣府、国税庁 等

②スポーツ権利ビジネス、広告代理業
フランス氷上競技連盟、ロシアスケート連盟、中国スケート連盟、MFJ、
IMG、VAN WAGNER、電通、博報堂DYメディアパートナーズ、ADK、
テレビ朝日、TBS、テレビ東京、長野放送、スカイ・エー、
セイコーホールディングス、ほけんの窓口、明和地所、ノジマ、KDDI
イフイング、オリエンタルバイオ、イースマイル、高須クリニック、
ダイナム、アミューズ、キコーナ、ECC、牛乳石鹸、好日山荘 等

③出版ビジネス
舵社、主婦の友社、Forbes JAPAN、ミキハウス、JR東海、アクアバンク
兵庫県丹波篠山市、福島県塙町、高野山麓ツーリズムビューロー 等

④商社ビジネス
札幌市、横浜市、鹿島建設、竹中工務店、小松製作所、日本貨物鉄道、
JR東日本商事、大和製罐、不二サッシ、天野エンザイム、ビタカイン製薬、
アート引越センター、ハートンホテルグループ 等



ＣＢグループ情報
会社概要②

【沿革】

2015. 7 千葉県浦安市にて設立
10 フィギュアスケート専門誌Ice Jewelsを創刊

2016. 7 行政コンサルタント事業（公共デザイン研究所）を開始
12 障碍者バイアスロン公式ターゲットの日本国内独占輸入事業開始

2017. 3 行政連携の組織としてグループに日本国際広報戦略機構を設立
京都大学と連携した遠赤外線触媒還元法による研究開発を開始

4 MLBのバックネット回転看板広告の代理店事業を開始
7 東京都渋谷区神宮前に本社移転、スポーツ権利ビジネスの開始
8 フィギュアスケートジュニアGPの独占マーケティング権取得
10 フィギュアスケート GP＆チャレンジャーシリーズの各種権利取得
12 ワールドカーリングツアー日本大会のマーケティング権取得

2018. 4 羽生結弦アイスショーCWWの独占マーケティング権取得
5 商社ビジネスの事業開始
7 スポーツクライミング事業の開始（全国小学生大会等の開催）
9 関西唯一のインバウンド誌“Kansai Scene”の買収・リニューアル
10 フランス氷上競技連盟のアジア独占マーケティング権取得
12 全日本フィギュアスケート選手権のマーケティング枠の取得

2019. 1 東京都千代田区霞ヶ関に本社移転
2 全国中学校スケート大会の独占マーケティング権取得
4 国際体操連盟とオフィシャルマーケティングパートナー契約
6 電通との共同出資事業“JAPAN ORIGIN”の開始

内閣府等と連携した“SDGs JAPAN Portal”の開始
7 兵庫県芦屋市に関西支社を設置

観光庁よりランナーズインフォメーション研究所の事業移管
8 世界柔道選手権のマーケティング枠の取得
9 サッカーW杯予選ピッチ広告の代理店事業を開始
11 フィギュアスケートNHK杯のマーケティング枠の取得
12 美容師ミシュラン企画“KAMI CHARISMA”の開始

2020. 1 MFJのモトクロス日本代表組織“TEAM JAPAN MX PROJECT”の開始
2 日本のワインを愛する会の事務局運営の開始
6 KDDIと次世代5G対応コンテンツ開発を開始
11 国税庁主催「日本ワインを身近で楽しむ会」の運営



株式会社Ｄｅａｉ
会社概要①

商 号：株式会社Ｄｅａｉ
代表取締役：出合美保
設 立：2019年４月25日
資 本 金：100万円
本 社：大阪府大阪市中央区道修町2-4-1 KITAHAMACRAFT501
ＴＥＬ ：06-6556-7395
ＦＡＸ ：06-6556-7395
取引銀行 ：きらぼし銀行
特許関連 ：実用新案登録第3232013号 除菌用敷物及び除菌用敷物システム

【株式会社Ｄｅａｉ 主な取引先】

①業務請負
(株)ＣＢ

②企画・開発・商社ビジネス
アヴァンスノームマット
芽生えマット

（株）新興、アヴァンスノーム(株)
日本カーペット工業(株)、ピーキューテクノ(株)、
PPIHグループ日本商業施設(株)、ヒロウン㈱、（株）イシュー、
中日トレーディング(株)、ＵＫホールディングス(株)、
セラフィック(株)、（株）ラクト、（株）オーエスジー、
ユニトライク(株)、エスケイワイイノベーション(株)
（株）Tigerone、（株）桐山、ハヤシ建工(株)
（株）レジスタ、（株）E.A.F、（株）MESSEコーポレーション
三共商事(株)、(有)ユーアイ工業
(有)アトム手城、三和合繊(株)、（株）クラウディア、
(有)シリウスタバコ、（株）渡辺商行、愛知県観光協会 等



株式会社Ｄｅａｉ
会社概要②
【沿革】

2019.4 東京都渋谷区にて、代表取締役杉本龍勇が設立
スポーツ選手、文化人その他、著名人のマネジメント業務を開始

2020.12 役員及び代表取締役変更 出合美保が就任
大阪府大阪市中央区島之内に住所移転

2020.12 靴裏除菌敷物の企画・開発を開始

2021.1 除菌敷物及び敷物システム発売開始
「アヴァンスノームマット」横浜新成人 成人式会場にて、
COVID19感染対策として除菌マットとして採用。
本格的に靴裏除菌敷物 販売事業を開始。

2021.4 除菌用敷物及び除菌用敷物システムが
（株）Deaiの実用新案登録商品として、特許庁にて承認許可

2021.4 ISU世界フィギュア国別対抗戦 会場感染対策として、マット採用

2021.5 除菌用敷物及び除菌用敷物システム
実用新案登録番号 第3232013号 公示

2021.5 除菌用敷物及び除菌用敷物システム「芽生えマット」の発売開始

2021.5 47都道府県寄贈プロジェクトを開始

2021.8 愛知県名古屋どまんなか祭り 会場感染対策として、マット採用

2021.8 除菌マット代理店として、ヒロウン株式会社 提携開始

2021.9 KANSAICOLLECTION COVID19対策として、マット採用
フィールズ×都遊協 職域接種会場での感染対策 マット採用

2021.10 世界体操・新体操 FIGサンテジムでの感染対策 マット採用

2021.12 大阪府大阪市中央区道修町に住所移転

2021.12 車両・小規模施設向け 除菌敷物 販売開始

2021.12 芽生えマット海外出荷開始

2022.04 東京都千代田区霞が関に
東京営業所を開設



株式会社Ｄｅａｉ 実用新案登録番号 第3232013号 芽生えマット導入事例






