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PROFESSIONAL PROFILE

Make-upArtist

【メイクアップアーティスト】

AirbrushMake-upArtist

【ｴｱｰﾌﾞﾗｼﾒｲｸｱｯﾌﾟｱｰﾃｨｽﾄ】

HairArtist

【ﾍｱｱｰﾃｨｽﾄ】
【特殊ﾒｲｸ】
【ｽﾀｲﾘｽﾄ】
【ﾈｲﾘｽﾄ】
【着物着付け】
【ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ】

ArtisticMake-up
Stylist
Nailist
KimonoArtist
Esthetique

カリタ ・タルゴ 他
諸外国では Make-upArtist、日本ではヘアメイクの一條純子のプロフィールです。

PROFESSIONAL EXPERIENCE
日本でヘアーメイク習得後、メイクアップアーティストとして活躍。その後、アメリカ・ロサンゼルス「CALIFORNIA
STATE UNIVERSITY NORTH-RIDGE 」に留学中に特にメイク分野に興味を持ち、メイクを習得。
又、1991 年より渡仏。パリに留学し、メイクカレッジ「FORUM MAKE-UP」で学び、
「FORUM MAKE-UP」主催のヘアー
メイクコンテストで「最優秀賞」受賞。
1994 年一時帰国。トータルビューティーの必要性を早い段階より意識し、メイクアップに必要な各種資格を取得
し、フランス、アメリカ及び日本にてテレビ、ドラマ、コマーシャルから映画、雑誌、オペラ、ファッションショ
ーなどの舞台全般まで幅広く仕事をする。特に海外ロケが多く、フランスの有名なアーティストとのコラボレーシ
ョンをパリから発信する「パリ発！メイク通信」（東京ＭＸＴＶより放送）ではレギュラー出演をし、毎回 Make
及びヘアーの創作作品に挑戦する。
「一條純子メイクアップショー」（SAMURAIJAPON 主催）では、フランス、パリで今回 10 回目のメイクアップショ
ーを開催。
又、テレビ出演も数多く行い、10 年目となる「ビューティーコロシアム」で美のプロフェッショナルとして活躍。
「そこが知りたいメイク術とプロの技」他。出版も行う傍ら、最近では化粧品「JUNPROFESSIONAL」(yamachu)を
開発、発表。
海外及び日本で活躍するメイクアップアーティスト第一人者です。

ACTION
Make-up のエアーブラシを日本に。日本での第一人者。
パリ「MAKE UP FOR EVER」が７月よりエアーブラシの化粧品をパリにて販売に先駆け、６月３０日から 7 月５日
の５日間、世界の各国よりエアーブラシと Make-up のセッションを行った。日本でただ一人招待を受ける。
1995 年『日仏アーティスト協会』設立。
理事に就任。
2003 年『日本エアーブラシ協会』設立。
理事に就任。
2004 年『アーティストユニオン』設立。
理事に就任。
2004 年『インターナショナルメイクアップアーティスト協会』設立。
理事に就任。

一條純子 最近のお仕事
[テレビ]
【ＴＢＳ】
・『プレッシャーバトル』司会：浜田雅功
木曜 19:00～
【フジテレビ】
・『美女たちのターニングポイント SPⅡ』
・『Asia Shopping King』
【BSJAPAN】
・『昭和が輝いていた』武田鉄矢
[ ＣＭ ]
ＫＤＤＩ「mamorino3」
[映

画]
『トリハダ 劇場版 』
2012 年 9 月 13 日全国公開
2012 年 12 月 4 日 DVD 発売

[公

演]
・「マスダ増」
『15 分メイク』公演

[ヘアーメイクショー]
2014 年 10、11 月フランス公演予定

一條純子出演プロフィール
[テレビ]
【フジテレビジョン】
・『ビューティー･コロシアム』
美のプロフェッショナルとして出演
・『ビューティー・コロシアム特別版
女性芸能人真剣ダイエット』出演
ゲスト：渡辺直美
・『ビューティー・コロシアム特別版
女性芸能人真剣ダイエット』
・『新春!豪華芸人大集合ブサイク男爵は誰だ!?』
～３分間でイケメンメイク～
・『笑っていいとも！』
【千葉テレビ】
・『東国原英夫のそのまんまでは通しません』
有識者として出演(2014/4/19 放送)
【その他】
・OHK 岡山放送(フジ TV 系)TSK 山陰中央テレビ(フジ TV 系)
『はだごころ』出演
・TSK 山陰中央テレビ（フジテレビ系列）
『週刊・ヤッホー！』出演
・
『make－up tv paris.com』
・『ブリコレ』
（テレビ東京）
[公演]

・「マスダ増」
『今年のトレンドメイク』公演
・
「マスダ増」
『ハイビジョン対応メイクアップ』公演
・「マスダ増」
『一條純子が世界の技魅せます！』公演
・「マスダ増」
『15 分メイク』公演
・「一條純子メイクアップセミナー」
各団体にて、東京及び地方にて公演

一條純子出演プロフィール
[ CM ]

・
『YAMACHU』シリーズ

[ｲﾍﾞﾝﾄ出演] ・「山陰ヘルス＆ビューティーフェスタ」
[ 雑誌 ]

・
『VOGUE（USA）』AUGUST

[ラジオ]

・N H K
・その他出演
・雑誌数点出演

[ 雑誌 ]
[ 舞台 ]

鳩山幸さんヘアメイク担当

・『ヘアーメイクフェスティバル 2000』主催
ヘアーメイクコンテスト/ヘアーメイクショー
・『ヘアーメイクフェスティバル 2003』主催
ヘアーメイクコンテスト/ヘアーメイクショー
・ジョイフル恵利 ブライダルファッションショー
・『ミズノ』ファッションショー
その他

[ 海外公演 ] ・SAMURAI JAPON 2004 着物ファッションショー
（フランス Paris にて）
・2005 中華杯 (CHINA CUP)
International Fashion Design Contest（中国上海にて）
・SAMURAI JAPON 2005 着物ファッションショー
（フランス Paris にて）
・SAMURAI JAPON 2006 着物ファッションショー
（フランス Paris にて）
・SAMURAI JAPON 2007 着物ファッションショー
（フランス ロワ－ルにて）
・SAMURAI JAPON 2008 着物ファッションショー
（フランス フランス パピヨンドヴェルシーにて）
・SAMURAI JAPON 2009 着物ファッションショー
（フランス レ パビロン ドゥ ベルシーにて）
・SAMURAI JAPON 2010 着物ファッションショー
（フランス レ パビロン ドゥ ベルシー と パレデコングレにて）
・SAMURAI JAPON 2011 着物ファッションショー
（フランス パリ、ルマン市、ナンシー市にて）
・SAMURAI JAPON 2012 着物ファッションショー
（フランス パリ、ナンシー市にて）
・SAMURAI JAPON 2013 着物ファッションショー
（フランス パリ、ナンシー、サンシール シュル ロワール市にて）

ACTION
日本でヘアメイク習得後、メイクアップアーティストとして活躍。その後、アメリカ・ロサンゼルス「CALIFORNIA STATE
UNIVERSITY NORTH-RIDGE 」に留学中に特にメイク分野に興味を持ち、メイクを習得。
又、1991 年より渡仏。パリに留学し、メイクカレッジ「FORUM MAKE-UP」で学び、
「FORUM MAKE-UP」主催のヘアメイク
コンテストで「最優秀賞」受賞。
1994 年一時帰国。トータルビューティーの必要性を早い段階より意識し、メイクアップに必要な各種資格を取得し、
フランス、アメリカ及び日本にてテレビ、ドラマ、コマーシャルから映画、雑誌、オペラ、ファッションショーなど
の舞台全般まで幅広く仕事をする。特に海外ロケが多く、フランスの有名なアーティストとのコラボレーションをパ
リから発信する「パリ発！メイク通信」
（東京ＭＸＴＶより放送）ではレギュラー出演をし、毎回メイク及びヘアーの
創作作品に挑戦する。
日仏ヘアメイクアーティスト杯（ヘアメイクフェスティバル、ヘアメイクコンテスト）発足に深く関わり、メイクア
ップアーティストの発掘及び、将来のプロへの登竜門として理事に就任し、
「へアメイクコンテスト」にて審査委員長
を務め、過去３回となる「ヘアメイクフェスティバル」では『一條純子ヘアメイクショー』にて毎回新作メイクを発
表している。
化粧品全般に商品開発、及び、最近では「一條純子メイクアップセミナー」を開催。新人育成の為の「一條純子メイ
ク塾」など、より幅広く、精力的に活躍する現役メイクアップアーティストである。
尚、2002 年５月からインターネット放送局「TSQ TV net.com」の中で２４時間映像配「make-up tv paris」番組の
プロデュース及び、メイク担当。フランス・Paris より最新の情報を放送。
渡米しエアーブラシを日本に導入。日本でエアーブラシメイク分野にて第一人者となる。
ロサンゼルスのプロダクション「LA Drem (エルエードリーム)」の専属メイクアップアーティスト契約をし、ショ
ーのメイクを担当する。
日本での中国の雑誌、中国へのコマーシャル、及び、中国タレント事務所のメイク、「女子十二楽坊」のメイクを担
当。中国上海熱銭Ⅱ女子頻道
『woman.online2.sh.cn』 にて番組紹介をされる。上海服飾（SHANGHAI STYLE）と契約をし 2005 年４月より表紙・
グラビアのヘアメイク を担当。Oggi の特別ページ・巻頭ページ・
グラビアのヘアメイクを担当し、美容ページの連載を担当するなど上海では TV・雑誌・ファッションショーなどで
活躍。
現在、日本・フランス・アメリカ、中国の４カ国を拠点とし幅広い分野にて活躍中。
とりわけ、プロのメイクアップアーティスト及び、ヘアメイクを目指す方のために、海外の技術と豊富な実績で、日
本では教えていない、映画・ドラマ・TV・ファッションショー・オペラ（各種ステージ）及びフォト全般の Make-up
の違いの（基礎であるファンデーションからの違いを）、全てをプロ用のスクール「メイクアップインターナショナ
ルカレッジ」で教え、同時に学院長も勤めております。本場アメリカ・フランスで学び、活躍した一條純子だからこ
そ出来ることです。

デジタルの分野
・ 95 年 フジテレビ『十日町雪まつり』ホワイトカーニバル 95
ハイビジョン・メイク担当
・ 96 年 ＮＥＣ
デジタルカメラの「新聞一面広告」に作品が抜擢される。
以後研究と開発を重ね、デジタルにおけるメイク分野に進出する。
日本のテレビ業界は、今後 2011 年 7 月 24 日までに全てデジタルハイビジョン放送になり、フォト業界もデジタルカ
メラの普及から、その場でコンピューター処理が出来るプロ用のデ
ジタルカメラに移行しつつあります。
高性能デジタルハイビジョンとデジタルカメラには高度の技術であるメイクアップが必要とされます。現在日本全
国の各ヘアメイク学校及び、美容学校の指導にも関わっております。

ACTION

Ⅰ

make-uptvparis.com インターネット映像配信のワンコーナー｢21 世紀のメイクアップ｣と、ヘアーメイクフェスティバ
ルにおいて、新作のメイクを発表し続けている。

ACTION

Ⅱ

『パリ発！メイク通信』レギュラー出演
メイクアップアーティスト「一條純子」とフランスの一流アーティストとのコラボレーション。
日本初！パリから独占メイク番組です。

ACTION

Ⅲ

平成１５年５月１７日土曜日。新宿シアターアプルにて『ヘアーメイクフェスティバル２００３』
（第２回目）
《Hair make show》にて「メイクアップフォーエバー」インターナショナルメイクアップアーティスト『 Makka
Elonheimo（マッカ・エロンヒーモ）
』
さんとのメイクアップのコラボレーションとエアーブラシによるメイクアップショーに出演。

ACTION

Ⅳ

アメリカラスベガスで開催された Hair show
「LOOKS」に出演。InternationalArtist.｢Scott Col
と「Robert Cromeans」のメイクを担当。

アプロ－チ
日本にてメイクアップアーティストとなり、会社に所属。
仕事に従事するが、日本のメイク及び自分の技術に疑問を持ち渡米及び渡仏。又、
トータルビューティーの必要性を早い段階より意識し、メイクアップに必要な上記
資格を取得し現在に至る。
豊富な経験によりテレビ一般からドラマ、映画、コマ
ーシャル、雑誌、スチール、オペラなど舞台全般までマルチにこなします。

得意な分野
① ナチュラルメイク
タレント及びモデルの方の個性を引き出し、尚且つ、素肌美を失わないナチュラルメイクを、得意と致します。
② 外人メイク
外国人との骨格の違い、メイクの違いを本場で身につけており、最も得意な分野です。

③ 創作のヘアーメイク
生け花及びフラワーコーディネイトの技術を生か
し、生花を使っての創作ヘアーのヘアーメイク。

・フジテレビ９５年「十日町雪まつり」にてデジタルハイビジョン作品が起用される。
・ 日本最初のデジタルカメラ導入時の作品「新聞一面広告」に作品抜擢。
《新分野》化粧品開発のプロジェクトに数社関わっております。

RECENT WORK

最近のお仕事

【Television 】
フジテレビ
『ビューティー・コロシアム』
『捨てる恋あれば拾う恋あり』
『日本女子工務店』
『トリハダ』
『企業最前線』
『BACK UP』
『キレイのタネ』

『美女たちのターニングポイント SPⅡ』
『Asia Shopping King』
TBS テレビ

『ROOKIES』
『魔王』
『ランキンの楽園』
『チェック!ザＮｏ.1』
『リンカーン』芸能人大運動会企画
『花より男子』
『夫婦道』
『オビラジ』
『ジャパン４７チャンネル』
『使える芸能人は誰だ!?プレッシャーバトル』
（その他特番など）
ＮＨＫ
『夜は胸キュン』
『私が子供だった頃』
ＮＨＫ教育テレビ

愛の劇場「カルメン」
、
「蝶々夫人」
テレビ朝日
『一枚の写真』『GOD HANDS'08 マジシャン No.1 決定戦』
『一攫千金ヤマワケＱ』
『旅の香り』
『夢情報』
（その他特番など）
日本テレビ
『笑いの祭典ゴールドステ－ジ』特番
M X テレビ
『TAKARAZUKA』
『東京ゴ－ストトリップ』
BS フジ
『リュウイン先生の楽食美人』
『いにしえの旅』『B ポンキッキ－ズ』
『ディノス』
岡山放送
『ニヨッキン東京探偵団』 レギュラー
東海テレビ
『もりすぎッ』
『もりすぎ★パンチ』
BSJAPAN
『昭和は輝いていた』
その他
『話ながや』

「2009 年お正月特番」
・日本テレビ『浜ちゃんの大新年会！』2009 年 1 月 2 日(金)16:15～18:00 O.A
・フジテレビ 『ブサイク男爵』 （イケメンメイク）担当として出演 2009 年 1 月 2 日(金)22：00～23：30

O.A

【A movie 】
『トリハダ劇場版』
『ROOKIES-卒業-』
『監督ばんざい』
『たとえ世界が終わっても』『日中国交回復 35 周年記念作』
『サムライスピリット』『お姉チャンバラ the movie』
『まさきくあらば』『音符と昆布』
『すんどめ』『すんどめ 2』
『花より男子 final』
Ｖシネマ 他

【Stage 】
『１０カウント』
SAMURAI JAPON 2007
着物ファッションショー（フランス
SAMURAI JAPON 2007 凱旋公演
蒲田アプリコ大ホ－ルにて
SAMURAI JAPON 2008
着物ファッションショー（フランス
SAMURAI JAPON 2008 凱旋公演
よみうりホ－ルにて
SAMURAI JAPON 2009
着物ファッションショー（フランス
SAMURAI JAPON 2009 凱旋公演
ヤクルトホールにて
SAMURAI JAPON 2010
着物ファッションショー（フランス

ロワ－ルにて）

パピヨンドヴェルシーにて）

レ パビロン ドゥ ベルシーにて）

レ パビロン ドゥ ベルシーとパレデコングレにて）

SAMURAI JAPON 2011
着物ファッションショー（フランス レ パビロン ドゥ ベルシーとパレデコングレにて）
SAMURAI JAPON 2011東 日 本 大 震 災 支 援
鎮 魂 チ ャ リ テ ィ コ ン サ ー ト
ヤクルトホールにて

【Event】
『一條純子メイクアップセミナー』
セミナ－多数

【Magazine】
[Magazine ]
『からだにいいこと 9 月号』
『Ｒａｙ』 脇智弘さん担当
その他、雑誌関係多数

【Books】
『そこが知りたいメイクとプロの技』 一條純子著

日本出版社

フジテレビドラマ『ラスト・フレンズ』で長澤まさみが起用
『からだにいいこと』９月号

【Product】
アイライナ－ブラシ
(実用新案取得 登録番号：３１３２０９３)

メイクスポンジ
海洋ミネラル配合

株式会社ジンエイインタ－ナショナルより販売

Conventional work
・フジテレビ

『ビューティー・コロシアム２Ｈスペシャル』
『ビューティー・コロシアム』
『西村雅彦のさよなら２０世紀』
『SMAP×SMAP』各種特番
『スーパーニュース』
『ラスタとんねるず９４』
『金曜超テレビ宣言』
『花マル作文ゲーム』
『It’s 省タイム』
『芸能界激震クイズ』
『芸能界ワンジャンル王決定戦！専極』
『トリハダ』
『カプセル』
『企業最前線』
『ブレイブストーリー』

『美女たちのターニングポイント SPⅡ』
『Asia Shopping King』
（その他特番など）
・TBS テレビ

『ランキンの楽園』毎週金曜 19：00～OA
『明石家多国籍軍』
『明石家さんちゃんねる』
『リンカーン』芸能人大運動会企画
『オビラジ』
『使える芸能人は誰だ!?プレッシャーバトル』（その他特番など）

・ＮＨＫ

・テレビ朝日

・日本テレビ

・テレビ東京

『夜は胸キュン』
『わたしが子どもだったころ』
『泣きなさい！笑いなさい！
素晴らしき女の人生』
『さまぁーずと優香の怪しいスイスペ！』
『アトランタキング』
『東京バージン』
『クレオパトラの夢』
『えいご Kids』
（その他特番など）
『女のシアワセ研究所
～志村けんと１００人の女』
『奇跡の運命物語スペシャル
～1995 阪神淡路大震災‥‥そして今～』
『カラオケグランプリ』
『かつ代の台所』
『大前研一のガラポン道場』
『大前研一のガンバレ！！日本』
『テレビショッピング』
『村野まさよしのリスクのクスリ』
『ブリコレ』
（その他特番など）

・M X テレビ

『パリ発！メイク通信』
『TAKARAZUKA』
『ガンバレ社長さん』
『サンデーパワーオブジャパン』
『テレマルシェ』
（その他）
・岡山放送
『ニヨッキン東京探偵団』 レギュラー
『夫婦の相性診断バス発車』
・東海テレビ
『もりすぎ』『もりすぎパンチ』
・BSJAPAN
『昭和は輝いていた』
・SHOP チャンネル『ミオナ』、『スノーヴァ』
・その他地方テレビ局
「静岡」 「山形」
他
・木下プロダクション 数点
他
・おもしろＴＶ

※[テレビのイベント]
・
『９４’地球夢高原フェスティバル』～『９８’ 地球夢高原フェスティバル』
・
『十日町雪まつり』ホワイトカーニバル９５
・マイクロソフト式根島リゾートプロデュース
・富山放送
・その他、テレビ、イベント関係多数

※[ 映 画 ]

・TRUTH IN THE STREAM
その他
・監督ばんざい
・たとえ世界が終わっても
・オリオン座からの招待状
・日中国交回復 35 周年記念作品『サムライスピリット』
・お姉チャンバラ the movie
・まさきくあらば
・音符と昆布

・すんどめ
・すんどめ 2
・花より男子 final
･ ROOKIES-卒業※[ 舞 台 ]

・平成８ 年度・プラハ歌劇団、オペラ『魔笛』
・平成 10 年度・プラハ歌劇団、オペラ『こうもり』
・
〃
・『ハムレット』
その他

※｢コマーシャル｣

・NTT マーケティングアクト静岡 Ｎ派！
・『バンダイ』
・『花王ラビナス』生コマーシャル数点
・『バンダイ』ジャカジャカジャンケン
・ＪＲ東日本系お正月用
・『ＴＯＴＯ浴槽』
・『ＳＵＢＡＲＵ ＬＥＧＡＣＹ』
・『グリコ 熟カレー』
・『竹中工務店』
・『東北セルラー』
・『メディアシティビル』
・『平安閣』
・『プライム』
・『シーラック』
・『エコナ』
・『パチンコ～海物語』
・その他、コマーシャル多数

※[その他]

・Ｖシネマ

他

※[プロモーションビデオ]
・プロモーションビデオ数点
※[ファッションショー]
・SAMURAI JAPON 2004
着物ファッションショー（フランス Paris にて）
・ジョイフル恵利 ブライダルファッションショー
・2005 中華杯 (CHINA CUP)
International Fashion Design Contest（中国上海にて）
・SAMURAI JAPON 2005
着物ファッションショー（フランス Paris にて）
・SAMURAI JAPON 2006
着物ファッションショー（フランス Paris にて）
・SAMURAIJAPON2007
着物ファッションショー（フランス Paris にて）
・『ミズノ』ファッションショー
その他
・NOBU TOKYO コンラッドトウキョウ
各種ブライダルファッションショー

※[ 雑 誌 ]

・講談社『フライデー』グラビア担当
〃
〃
増刊号 〃
〃 『ディズニーファン』
〃 その他 他誌
・『週刊アサヒ芸能』表紙担当
・『ＣＡＺ』
・『ＳＰＡ！』
・『微笑』ファッションページ
・『デジタルスピリッツ』

・『週刊ＳＰＡ！』
・『ＨＯＷ』
（中国むけファッション雑誌・特集ページ担当）
・『ｔｙｐｅ』表紙担当
・
〃
グラビア《テリー伊藤さん》担当
・『Ｒａｙ』 脇智弘さん担当
・その他、雑誌関係多数

※[ 写真集 ]

・『岡本あつこ』 写真集 「ＳＵＧＡＲＨＩＬＬ」
・『岡崎華子』１st 写真集 「l a p u r t e」
・その他、写真集関係数点

※[ポスター]

・ハクビ京都きもの学院ポスター撮影
・『ハクビ』駅貼りポスター
・『きゃらぴっちミッキーマウス』バンダイ PHS
・『リコー』
・小田原、一年間の駅貼りポスター他
・『P A D I』
・その他、ポスター関係多数

※[スチール]

・『女子十二楽坊』武道館コンサートパンフレット
・『NTT DOKOMO』Kids
・CD ジャケット
・『ジュンコ・コシノ』カタログ（レギュラー）
・タレント宣材カタログ写真
・民主党幹事長 鳩山由紀夫・幸ご夫妻
（鳩山幸様よりご指名頂きました）
・『セキスイハイム』
・『K D D I』
・『カシオ』
・『ペンタックス』
・『ワコム』
・『ワコール』パンフレット 2004 春
・『ワコール』パンフレット 2004 夏
・『リコー』
・『Canon』
・『ケルン総合カタログ』
・結婚式場及びホテルのフォト多数
・その他、フォト関係多数

※ [イベント]

・愛地球博（愛知万博）カナダ館
・『SAMURAI JAPON 2005』
フランス Paris にてヘアーメイクショー
・『SAMURAI JAPON 2004』
フランス Paris にてヘアーメイクショー
・『一條純子メイクアップセミナー』
・『一條純子メイク塾』
・『羽田＝金浦チャーター便就航１周年記念式典』
ミスコリア キム・イナさんメイク担当
・『I K S P I A R I』(ディズニーランド)
・『ビクター』イベント
・『テリオス』イベント（神田うのさん）
・『任天堂』
・その他、イベント関係多数

※[その他のお仕事] ・ドラマじたての VP、フマキラーVP
・『イロメロミックス』陣内智則
・ランブリングフィッシュ
・東京メトロ新駅撮影
・マリブ撮影 園マリさん起用
・カンヌ映画祭「ウエンツ瑛士」
「大泉洋」のヘアメイク担当
・モンゴル出身馬頭琴奏者イラナＰＶ撮影
・一條純子ヘアメイク講習会
※[指名ヘアメイク](外人)
・シルビアクリスティル（フランス人女優）エマニエル夫人
・サブリナ（モデル）

・ダニエルビダル（フランス人歌手）
・王越(中国人モデル・ダンサー)

※[指名ヘアメイク](日本)
・鳩山幸
・沢田亜矢子

・コシノヒロコ
・大場久美子

・岡田茉莉子
・杉田かおる

・岡元あつこ
・ジョニー大倉

※[担当ヘアメイク]
・グラッシュラ・スサーナー
・zhou hai mei
・くまきりあさ美
・室井佑月
・天地真理
・中井美穂
・光浦靖子
・浜口順子
・熊田曜子
・磯野貴理子
・八木亜希子
・MEGUMI
・柳原可奈子
・スザンヌ
・椎名法子
・南明奈
・高木美保
・三船美佳
・磯山さやか
・森下千里
・女子十二楽坊
・松平 健
・石田純一
・西村雅彦
・間 寛平
・渡辺 徹
・TIM
・徳光和夫
・ウエンツ瑛士
・大泉洋
・ペナルティ
・加藤雅也
・宮下雄也
・陣内智則
・東幹久
・武田修宏
・インパルス
・フットボールアワー
・ブラックマヨネーズ
・千原兄弟
・彦摩呂
・中川家
・レギュラー
・伊東四朗
・羽鳥慎一
・春風亭昇太
・サンプラザ中野くん
・木村美紀
・おぎやはぎ
・キャイ～ン
・鳥居みゆき
・博多華丸・大吉
・藤崎マーケット
・森三中
・生田斗真
・忍成修吾
・上原美佐
・石坂浩二
・市原隼人
・小出恵介
・高岡蒼甫
・桐谷健太
・川村陽介
・尾上寛之
・大杉漣
・吹石一恵
・田口浩正
・リュウイン
・池脇千鶴
・宇崎竜童
・藤岡弘
・佐藤めぐみ
・ギリギリガールズ
・奈美悦子
・佐藤千亜槻妃
・石橋杏奈

・谷村美月
・飯星景子
・竹内都子（ピンクの電話）
・佐藤めぐみ
・三村恭代
・AKB48
・安めぐみ
・ＲＩＫＡＣＯ
・関根麻里
・友近
・島田紳助
・SMAP
・高知東生
・はなわ
・原田篤
・三宅裕司
・金子貴俊
・松木安太郎
・関根勤
・タカアンドトシ
・城咲仁
・山口もえ
・大鶴義丹
・八田亜矢子
・小島よしお
・バナナマン
・ロバート
・劇団ひとり
・佐藤隆太
・城田優
・佐藤健
・村川絵梨
・伊武雅刀
・熊本マリ
・宮沢りえ
・加藤雅也
・鈴木砂羽
・平野靖幸

その他タレント多数

・高田郁恵
・キューティー鈴木
・麻木久仁子
・大谷允保
・笹野鈴々音
・有森裕子
・里田まい
・東原亜希
・大沢あかね
・タカラジェンヌ
・柳沢慎吾
・大和田伸也
・ネプチューン
・東野幸治
・ココリコ
・木村祐一
・土田晃之
・チュートリアル
・ルー大柴
・藤井隆
・石原良純
・賀集利樹
・脇智弘
・アンジャッシュ
・トータルテンボス
・鬚男爵
・大野智
・田中圭
・上地雄輔
・中尾明慶
・五十嵐隼士
・長谷川恵美
・浅野和之
・市川由衣
・加瀬亮
・原田篤
・清水美那

これまでの主なお仕事先
『テレビ・映像』
・フジテレビジョン

・毎日放送

・フジアール

・岡山放送

・ＴＢＳ

・東京メトロポリタンテレビジョン

・テレビ朝日
・テレビ朝日映像

・ＦＭ東京

・日本テレビ

・ホリプロ

・共同テレビ

・木下ポロダクション

・ＮＨＫ

・スタッフＱ

『広告代理店』
・電通
・博報堂
・旭通信社

『その他』
・講談社

・徳間書店

・コシノヒロコオフィス

・日本シネセル

・パナソニック・デジタルサーブ

・アサイ企画

・ジェイエアー

・主婦の友社

・アマゾン

・フォトバス

・アマナ

・ビデオプランニング

・CAL

・リノ・メディカル

・エポックエルグ

・ノーマン・パブリシティ

・スタジオアイズ

・ゲネプロ

・スタンダードクリエイティブ

・ワコム

・ジョイフルまるやま

・ＡＴプロダクション

・GPA

・イーストウエスト

・ビットメディア

・リンカート＆デイジット

・トルネードフィルム

・ドリマックス

・FA クリエイツ

・A&C

・綜合企画

・Jolly

Roger

