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●生年月日： 1988年 4月 6日 

●サイズ： H.168cmB.80cmW.56cmH.84cmS.24.5cm 

●出身地： 滋賀県 

●血液型： A型 

●趣味： 読書、音楽鑑賞 

●特技： アーチェリー、水泳、剣道 

CAREER 

●雑誌 

ar （主婦と生活社） 

USE’D MIX （KK ベストセラーズ） 

GO OUT （三栄書房） 

デジキャパ！ （学研パブリッシング）※表紙 

就活スタイルブック （マイナビ） 

TOMOTOMO （新美容出版） 

自転車日和 （辰巳出版） 

折りたたみ自転車＆スモールバイク Life（辰巳出版） 

ロマンティックヘアウエディング （辰巳出版） 

和の花嫁のヘアカタログ （辰巳出版） 

川越スタイル （エイ出版社） 

DISNEY FAN／VOCE （講談社） 

HotpepperBueaty （リクルート） 

はなよめ （百日草） 

Miss ウェディング （世界文化社） 

フレッシャーズマガジン        （リクルート） 

ゼクシィ               （リクルート） 

フォトテクニックデジタル       （玄光社） 

LDK the Beauty            （晋遊舎） 

 

●広告   

ロート製薬「肌ラボ」WEB                     （11 年） 

パレスへいあん TVCF                     （11 年） 

OPA TVCF                     （11 年） 

ライオン企業広告 TVCF                    （12 年〜） 

西友「カフェめし」TVCF                     （12 年） 

NTT DOCOMO「料金、サービス、ライフサポート」スチール （12 年） 

AIS TVCF         （12 年・タイ） 

ダイハツ「カフェプロジェクト」「試乗会」スチール  （12 年） 

DeNA「モバゲー・大戦乱!!三国志バトル／忘年会篇」  (12 年) 

アルバイトタイムズ「JOB／静岡」TVCF                      （12 年） 

富士フイルム チェキ                   （13 年〜14 年） 

NHK サッカー2013                      （13 年） 

ラウンンド 1                      （13 年） 
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NEC 企業ムービー  （13 年〜） 

カルビー「ジャガビー」  （13 年） 

アトレ spring 号  （14 年） 

POLA 直営エステサロン「POLA THE BEAUTY」  （14 年） 

マルコメ「hacco」  （14 年）  

Honda インナー向け企業ムービー  （14 年） 

花王 ビオレ 企業 CM「ビオレの約束」  （14 年） 

花王 ビオレ化粧水「うるおいジェリー」  （14 年） 

ネスレ日本「NESCAFE TAMA」  （14 年） 

小林製薬「ブレスケア」                （15 年） 

セブンイレブン ドーナツ               （15 年） 

アトレ 冬バージョン                 （15 年） 

KOSE「黒糖精」                     （15 年〜） 

コナカグループ 紳士服のコナカ             （15 年〜） 

ゼクシィ ワタベウエディング TU            （15 年〜） 

ミスタードーナツ「祇園辻利篇」            （17 年） 

JUN「ロペピクニック」                 （17 年） 

カネボウ化粧品「コフレドール」            （17 年） 

P＆G「h＆ｓ」                    （18 年） 

東京ドームホテル                   （18 年） 

ロフトオリジナルコスメ「LOFCOS」            （18 年） 

コカ・コーラ 紅茶花伝『CRAFTEA PARTY』篇      （19 年） 

Tik Tok                       （20 年） 
 

●WEB 

 FAVOR「ジュレーム」タイアップ動画     （19 年） 

LOCARI 「ブルベ・イエベの夏メイク企画」   （19 年） 

eruca、スタイライフ、IMAGE.net、モバコレ、ロペピクニック、オンワード樫山、ベイクルーズ 

KOSE、ZOZO、ローリーズファーム、マガシーク、BEAMS、アダストリア、アイア、ワールド、noela 

BEAMS LIGHTS、earth music＆ecology、ANAYI、WILLSELECTION、SHIPS、オンワード（any SiS） 

三陽商会、Five Fox、ITOKIN ONLINE、ハニーズ、GALLARDAGALANTE、stola. 
FREAK'S STORE 

 

●カタログ 

きものやまと、LOTTE HOMESHOPPING 

 

●ショー 

東京ヘアーコレクション  （11 年） 

TOKYO KIMONO WEEK2012、タマリスへアショー （12 年） 

DORRYDOLL イベント  （13 年） 

KOSE「JILLSTUART Beauty Stylist Award」    （18 年） 

シュウウエムラ メイクショー            （18 年） 
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●TV 

CX「SMAP×SMAP」 （12 年） 

TBS「オールスター感謝祭」 （12 年） 

ABC「叱る GENJI」レギュラー （12 年〜） 

お願いランキング （13 年） 

「日本ツウ学院」 （13 年） 

ドラマ「脱線刑事」                  （15 年） 

CX「キスマイ BUSAIKU!?」                （15 年） 

ABC ドラマ                      （16 年） 

CX「金曜日の聞きたい女たち」             （16 年） 

スカパー「DHC シアター Quality HATAGO」        （16 年〜17 年） 

TX「一夜づけ」           レギュラー    （17 年） 

 

●PV 

D-51「めぐり逢い」（徳間ジャパンコミュニケーションズ） 

 

●映画 

映画「ヘルタースケルター」（監督：蜷川実花） 

 

●その他 

「大人のナチュラルメイク」   （主婦の友社） 

「百日草メイク講習会」 


