間宮 祐子

Yuko Mamiya

バイリンガル・日本語MCとして数多くの大企業様と
ご一緒させていただいております。MCだけに留まらず、
ラジオパーソナリティー・TVレポーター・VP・映像モデル・
通訳/翻訳など様々な現場を経験しており、リアルタイム現場・
オンラインやライブ配信での臨機応変な対応力・アドリブにも
かなり自信があります。
「間宮さんにお願いしてよかった」と言われる事を毎回目標に
1現場１現場を大切にしています。
対応言語：英語(通訳）、フランス語（グリーティング）日本語（母国語）
対応サービス：バイリンガルMC、ナレーション、ラジオパーソナリティー、
レポーター、オンライン配信

参考映像
◆日本語


Edvation Summit 2021 online https://youtu.be/NCNu9SOvu3U



にっぽんの宝物プロジェクト



トイザらスおもちゃクリエイターコンテスト司会映像



ネタパレ



住宅メーカー



日本郵政ぽすくまTV 司会者役

https://youtu.be/kABbEf2GOe0



VFXコンテストセミナー

https://youtu.be/l95Vl5CXwEs



WOTV FFBE抜粋



IOFT 東海光学ブースレポーター



WORLD robot summit 原稿無しのインタビューhttps://youtu.be/KTkasB7_bz8

アナウンサー役

https://youtu.be/EoHt-_m0ASs
https://youtu.be/ilj1rhOCtzw

https://youtu.be/RLImwIzfdso

ショールーム映像

◆英語

抜粋

https://youtu.be/YkJuJo8Cahg

https://youtu.be/ax5pFKTeFU4
https://youtu.be/zDI8KQtB8NI

※参考映像へのリンクは草野仁事務所HP内（https://kusanohitoshi.com/profile/yukomamiya/）にもございます。
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実績
★英語モデル・VPナビゲーター★


光村図書 小学校英語教科書準拠 教師向け指導ガイド(英語の先生役)

(一般社団法人 教

科書協会認定)


横浜観光コンベンションビューロー



ビジュアルエフェクトコンテスト

MICE誘致映像（全世界発信）
ナビゲータ

★RADIO★


FM salus レギュラーパーソナリティ

★TVナレーション★


iTSCOM地元ニュース レギュラーナレーター

★英語ナレーション★


IPOP2020 映像コンテンツ



Veeva japan commercial summit 映像コンテンツ



横浜観光コンベンションビューロー



全国納豆協同組合連合会

MICE誘致映像（全世界発信）

「なっとう

いのちの力」

★TV＆イベント レポーター＆レポーター・VP★


BSフジ モノクラーベ(バイリンガル)



フジテレビ 今夜はナゾトレ 訪日外国人通訳レポーター&インタビュアー



ネタパレ

アナウンサー役(日本語)



日本郵便

ぽすくまのポッス～TV



IOFT2021 東海光学バイリンガルレポーター



とことんサタデー レポーター(お昼の情報番組、地方局・日本語)

アナウンサー役(日本語)

★オンライン配信★
【英語・バイリンガル】


Final Fantasy Brave Exvius Global Ver 1,5周年記念放送



World Robot Summit 2021 司会・インタビュアー



オリンピックホストタウンプログラム（サウジアラビア/台湾）
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総合司会（全編英語）



立命館大学120周年記念:カナダ ブリティッシュコロンビア大学 joint conference及び
workshop(biochemical)



港区アートフェスティバル 通訳兼MC（SDGs）



ボストンキャリアフォーラム2020 オンライン



アボットメディカルジャパン合同会社



NECイベント2020



IPOP2020



Veeva japan commercial summit



エクイニクス セミナー

リアルタイム全世界配信

2021年キックオフミーティング

通訳兼バイリンガルMC

【日本語】


にっぽんの宝物プロジェクト

司会



Edvation Summit 2021



トイザらス



名古屋中学向けSDGsセッション



インテル



FM salus ライブYoutube配信

ドリームおもちゃクリエイター

データセントリックデイ2020パネルディスカッション ファシリテーター

★英語・バイリンガルMC★


ASIA PACIFIC INITIATIVE FORUM(オバマ元大統領、菅総理大臣、日銀黒田総裁等ご
臨席)英語MC



資生堂グローバルイノベーションセンターイベント(資生堂CEO、副社長出席) 全編英語



港区アートフェスティバル 通訳兼MC（SDGs）



ボストンキャリアフォーラム2020 オンライン



ムーンショット国際シンポジウム(内閣府シンポジウム（科学技術・イノベーション）
(英語 )



チェコ大使館主催 オリゾンシステムズ Flowmon day(通訳兼MC)



数学オリンピック(英語)



ラグビーワールドカップ 2019 PRステージ



Nissan 海外投資家向け技術説明会



Audi新車発表会 通訳兼MC



TOYOTAグローバルサミット 内覧会MC



BMWゴルフコンペ 表彰式



HONDA annual party



ハーレーダビットソン

司会通訳

イベント
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FOREX.com CEO,APAC director 通訳MC



ciscoイベント



Nissan 海外投資家向け技術説明会/テスト走行レポーター、 英語司会、通訳



beyond2020（内閣官房 東京オリンピック・パラリンピック基本方針推進調査試行プロジ
ェクト）



万華響～Drum Tao×チームラボ～イベント



スウォッチグループ 新製品発表会



スペインバスケットボール リーグ 記者会見・プレス発表



東京大茶会 @浜離宮庭園



メリタジャパン 通訳MC



USSEC (アメリカ大豆輸出協会) マイスター認定式



USSEC (アメリカ大豆輸出協会) アワード表彰式



西武信用金庫・インドステイト銀行調印式セレモニー・プレス発表会



NEC Open house 2020



Fujitsu Forum Vip tour guide(2017/2018)



IBM Q EVENT



ansys day



V forum Tokyo



Dell Forum



Toyota global summit



FIN/REG tech summit



豊田通商 感謝の集い



第42回全国育樹祭記念行事 森林・林業・環境機械展



ツーリズムEXPO商談会



ツーリズム EXPO 山口県ブースステージ MC・英語アナウンス



愛知県観光PRイベント(英語アナウンス)



日本IVR学会総会 ジョンソン＆ジョンソン



日本リウマチ学会総会・学術集会 中外製薬株式会社主催 セミナー



オセロ世界大会 表彰式、ディナーパーティー in 水戸 英語司会



Apprio Worker Experience Tour 2017



フィリピン大使館 セミナー



浅草観光局主催 隅田川クルージング 船内ガイド



富士通フォーラム海外VIP MC



ワイン&フードセミナーMC兼通訳



同時通訳者セミナー司会進行
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アメリカンクラブ

影ナレ・司会



Press pound イベントMC



Interop コーナーMC



きき酒選手権 世界大会 アナウンス(日英)



外資系企業年度末懇親会司会(日英)



外資系企業クリスマスパーティ司会(日英)



ワインセミナー南アフリカ大使館コーナーMC



来客expo presspound MC



同時通訳者英語セミナーオープニングリマークス



英仏ブライダル MC (英語・フランス語）

フランス語MC


婚礼(英仏)



アフリカ開発会議



フランスレストランウィーク

★日本語MC★


侍ジャパン

選手発表プレス発表



オリンピック/パラリンピック公式プ ログラムパラワークアート式典/プレス発表会(渋谷
区長や選手、アンバサダー)



沖縄観光ブランド戦略推進事業記者発



常設ギャラリーオープニング（伏見殿下などご臨席）



BMWイベント＠ツインリング茂木



JR東海



インテル



windows10 への移行セキュリティー カンファレンス



ライオン×ツルハドラッグ



Bリーグ 千葉ジェッツ パブリック ビューイング



東京都主催 豊洲市場見学会



経済産業省主催 Japan Robot Week成果報告会



経済産業省主催 国際ロボット展成 果報告会



法務省人権擁護局イベント（宿題・ 自由研究イベント）



NHK直虎×JR東海 浜松市観光PR



ツーリズムEXPO山口県 ・愛知県観光PRイベント



アフラック 新製品発表会 影ナレ



CP+ RICOH PENTAX ステージ

そうだ、京都行こう。トークショー
オンラインカンファレンスパネルディスカッション
ファミリーイベント 司会
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ファシリテーター



新人監督映画祭 司会



情熱大陸×ビルボードライブ×アサヒビールパーティ影ナレ



ミトラスフィア(ゲーム)プレス発表会



CEATEC IOTタウンステージ



コカコーラ渋谷ボトル発売記念イベント(渋谷区観光アンバサダー ひかぷうさん)



京葉ガス『ガス展』キャラクターショウ(ふにゃっしー・ふなごろうス テージ）



千葉ジェッツパブリックビューイング



シナジーマーケティングSynergy！セミナー



ツーリズムEXPO 観光庁PRコーナー



総務・人事・経理EXPO リロクラブ



ビューティワールド クレイツ トークショー



おもちゃショー タカラトミー



CEATEC IOTタウン内セミナー



LIFEコーポレーション キャラクターイベント、トーク ショー



シマンテックセミナー司会、懇親会 司会



チョコラBB65周年イベントMC



SKE48イベント影ナレ



音展(ONKYO&PIONEER/D&M/ YAMAHA)



みらい市リンナイMCCO



日産技術コンテスト



東証IRフェスタ



日本脳神経血管内治療学会 司会、影ナレ



日本血液学会 企業ブース 司会 影ナレ



社団法人全国土木連合会/日本建築士連合会技術力向上セミナー 司会

★通訳★


外務省主催

太平洋・島サミット（PALM8）昼食会



Porsche CARRERA CUP ASIA2017&2018



メリタジャパン社長



慶應大学・笹川財団主催



ファッションEXPO フランス



Fintech ishook USA booth

通訳

VIPラウンジ

お別れの会
サイバーセキュリティフォーラム
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★VP、映像、ドラマ、雑誌・その他★


ヤマハピアノ商品説明VP(ピアノの先生役)



ヒノキヤグループナビゲーター



MBSテレビ「教えてもらう前と後」番組アシスタント



フジテレビ「世界の何だコレ！？ミステリー」(ママ役)



マイトレード(主婦役)



NTTドコモ eコンシェルジュVP（キャリアウーマン役)



NTTドコモ BLEタグVP(ママ役)



みずほ銀行インナーVP(役員秘書役)



JTXGエネルギー サイネージVP(ナビゲーター、OL役)



コウセイweb(主婦役)



ITトレンドCM(秘書役



セルジーン（製薬会社）使い方動画(ナビゲーター)



日本能率協会マーケティングバンクサービス説明VP(ナビゲーター)



英語動画ナビゲーター(インタビュアー)



メルヴィータ



NANA投稿方法動画



雑誌「道の駅ガイドブック」



MBSテレビ

使い方動画

教えてもらう前と後

番組アシスタント
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