Justin Patterson（ジャステイン・パターソン）
1975 年１月 3 日、アメリカ合衆国、テキサス州、サンアントニオ市生まれ
1995 年に留学生として、来日。１９９６年９月まで、名古屋学院大学で日本語
を学び、同年９月に上級日本語コースを卒業。その後、1997 年まで愛知県、大曽
根市にある大森道場にて心身統一合氣道を学ぶ。同年にアメリカへ帰国し、1998
年の 5 月、アメリカ、オレゴン州にあるパシフィック大学を卒業し、音楽（作曲中心）と
日本語の学位を取得。
１９９８年、山梨学院大学の特別研究生となる。同年に YBS（山梨放送）の FM 甲府でラジオのナビゲーターとし
てデビューを果たす。１９９９年、北野武監督企画、TBS の番組「ここが変だよ、日本人」でテレビに初出演をする。
同年に UTY（テレビ山梨）にて「神明花火大会スペシャル」で名執亮子アナウンサーと共に司会役を務め、その司会ぶ
りが評価され、翌年（２０００年）に同局に依頼され、生番組「ウッテｲな木曜日」にてリポーター／コメンテーターとし
て出演。
東京に活動の拠点を置き、五つ星ホテルやファーストクラスのレストラン、クラブ、会場にて達者な日本語を駆使し、婚礼
やイベントの司会、ナーレーター、翻訳・通訳者、そしてラジオやテレビタレントとしてもアドリブトーク、インタビュー、愉快な
司会進行が大好評にて大活躍中。

活動の highlight
 日経統合型リゾートフォーラム大阪
 Maserati Ladies Night 司会進行
 アンダーズ東京開業 5 周年記念イベント 司会進行役
ランボルギーニ目黒 サーティファイドプレ オウンドショールーム グランドオープニング 司会進行
 Quipper 国際 MVP アワード賞 司会進行役
 チリポークプレスコンファレンス／フォーラム懇親会 司会進行役
 三菱 UFJ 銀行 Riseup フェスタ 司会進行役
 プラグ&プレイ Japan 司会進行役
 トリンプ 東京/大阪キックオフミーティング司会進行
 ヤンセンファーマキックオフミーティング司会進行
 HR EXPO＠大阪 CYDAS ブース司会/盛り上げ役
 日経統合型リゾートフォーラム 司会進行役(登壇者:博之氏、竹中平蔵氏)
 ダイハツ セールスアワードイベント アナウンサー
 ファーストリテイリング(ユニクロ) FR 国際コンベンション総合司会
 ライザップ キックオフミーティング 司会
 One Fujitsu Business Meeting 司会 (2017,2018)
 スタディサプリ 大感謝際 司会
 ファーストリテイリング(ユニクロ) FR 国際コンベンション総合司会

 CES(ラスベガスで開催される、世界で最大規模の電化製品
展示会)CASIO ブースプレゼンター
 アメリカンクラブ Sports Lifetime Achievement Award Ceremony 司会
 エコテックスアワード gala 司会
 スペシャライズド社 The Future is Here 展示会 盛り上げ役
 アメリカンクラブ Sports Lifetime Achievement Award Ceremony 司会
(受賞者:吉田沙保里選手)
 クラブコンシェルジュ 「造り手と楽しむシャスラーワインと美食の夕べ」
 エコテックス フォーラム パネルディスカッションモデレーター
 HR EXPO＠東京 CYDAS ブース司会/盛り上げ役
 ぐるなび／ミシュランガイド モリエール×レフェルべソンス special collaboration event 司会
 フライステーション Japan オープニングイベント司会
 スタディサプリ 大感謝際・祝合格会 司会
 テレビ朝日 スーパー J チャンネル 「なるほどジパング」リポーター
 NHK ワールド A Unique Story SHOCHU & AWAMORI リポーター
 HR EXPO＠大阪インテックス CYDAS ブース司会/盛り上げ役
 アンダーズサロン×土屋秋恆 司会 ホテルアンダーズ東京にて水墨画家
 スタディサプリライブ司会 テリー伊藤、田村淳、井上裕介、菊川怜(右)など豪華ゲストを招いたライブイベント (
菊川怜さんとのインタビュー)
 Kate Spade New York フォールコレクション発表会司会 チーフクリエイティブディレクターDeborah Lloyd 氏
とトップモデル Jourdan Dunn ゲスト
 世界ペア碁大会 司会兼通訳

コシノジュンコ先生などの通訳も担当

 Advertising Week Asia LINE(株) 謝恩ディナー 田端進一郎、mflo の DJ タクトークショー/総合司会
 Tokyo International BarShow + WHISKY EXPO JAPAN 2016 ～ Bar Academy ～総合司会
 新経済サミット スペシャルパネル司会 (楽天(株)CEO 三木谷浩史と X JAPAN Yoshiki トークショー司会
 ILTM 国際ラグジュアリートラベル 司会
 ロベルトカヴァリ×フランクミュラーコラボ作 発表 イベント 司会
 ゲストに競泳選手のイアンソープ、元ラグビーイギリスの代表キャプテンマイクティンダル、そしてミスユニバースでミスカ
ナダになったモデル/女優のサハル・ビニアズさんを迎えてトークショー
 Rejet part 2 主題歌 作詞
 コンチネンタルオートモーティブの国際懇親会

司会

 Living Grand プレゼンテーション @グランドハイアット 総合司会 and 通訳
 McLaren 675LT Launch Event 司会
 スコーラブルガリ Retrosepctive @ 東京国立博物館 総合司会 ゲスト:中谷美紀
 Scuola BVLGARI 司会

 テレビ朝日爆笑問題司会「世界が驚いたニッポン！スゴイデスネ視察団」出演
 イル・レストランテ ブルガリ ブライダルフェア司会(タレントのスミレさんとのトークが好評と評判)
 CES(ラスベガスで開催される、世界で最大規模の電化製品展示会)CASIO ブースプレゼンター
 フジテレビ特番 「コレスポンダー」出演
 アチーブメント(株) 感謝の集い 総合司会
 Rejet Confidential 主題歌 作詞
 kiss my ft.2 新シングル CM ナレーション(14/8/13 リリース "Another Future")
 第 29 回日本不整脈学会 学術大会、第 31 回日本心電学会学術集会合同集会 司会
 パナソニック社 新型冷蔵庫・新型洗濯機 CM 主役(ASEAN 放映)
 パチスロ 「サイレント・ヒル」ver. 主役キャラクター声優
 ワールドクラス 国際 カクテルコンペ 司会
 CBC 番組:サプライズ！名古屋めし！出演
 TBS 池上彰 増税:日本の年金、医療制度、どうなる？出演
 鏡リュウジ カウントダウン トークイベント 総合司会
 NEC IExpo 2013 セイフティ・ソリューションステージ プレゼンター
 坂本龍一氏×中野裕之氏コラボレーションビデオ ナレーション担当
 デ ジタル ガレージ( 株) サンフランシ スコインキ ュベーシ ョン施設 オーペニング セレモニー と New Context
Conference 司会と通訳 (マサチューセッツ工科大学 MIT メディアラボ 所長 伊藤穰一氏と Twitter 共同
創業者 Biz Stone 氏 共演)
 AOB ファッション&ビューティコレクション Amo×Yamo イベント&トークショー司会
 ゼクシィ/ショーメ 「2 人のためのラブストーリーナイト」総合司会
 ゼクシィ premiere/アンダーズ studio ゼクシィ premiere 創刊記念 パーティー司会
 ヒルトン小田原 創業 50 周年記念イベント司会
 Ultimate 50 プレス発表会（ヒルトンホテル／ブランパン／ランボルギーニイベント）
 国際顧コモンズ学会司会
 オリエンタルホテルブライダルフェア総合司会／三船美佳トークショーインタビュー
 シーテック 村田製作所 技術プレゼンテーション プレゼネーター
 六本木ヒルズクラブメンバーズパーティー司会／通訳担当
 ワールドクラス（カクテルコンペティション） 日本ファイナル 司会
 山梨県櫛形町フットサル大会応援アナウンサー／実行中継司会
 スカンジナビア航空６０周年記念レセプション 司会
 TBS 番組「世界の皆に聞いてみた」レギュラー出演決定
 テレビ東京ディベート番組「ありなし」優勝
 オージーフォーラム２０１１窓司会
 テレビ朝日 神田瀧夢司会「ワールドモニター」出演

 「世界一大きな絵２０１２」キックオフパーティー英語司会／通訳
 フィリコウォータークリスマスパーティー／ワイン 新作発表会

司会進行役

 “The Chefs: A Taste of Japan” 発刊 Party The Chef’s 感謝の夕べ 司会進行役
 グランドフォンド 八ヶ岳 司会進行役／実況中継
 第７回 Mt. 富士ヒルクライム 司会進行役／実況中継
 あさひ系列番組 たけしジャパン出演
 山梨大学 PR ビデオ
 Mt. 富士ヒルクライム

翻訳・ナレーション
司会進行役／実況中継

 IVV Olympiad 開会式 総司会者
 山梨クインビーズバスケットボールチーム応援アナウンサー
 東京都 成城学園「ミス成城コンテスト」 司会者
 甲府市青年会議所「中心街活性討論会」ゲスト参加
 甲府市 桜座 セプテンバーコンサート司会者
 河口湖町 ヘリテージミュージックライブ司会者
 けっこんぴあ ９月号に取り上げられる
 山梨県「県民の記念事業」 司会者
 富士急ハイランド新アトラクション「ええじゃないか」

報道プレゼンテーションシの司会

 小瀬スポーツ公園 3 on 3 バスケットボール大会 実況／司会担当
 Adventure in Fujimi BMX／マラソン大会総合司会 担当
 TVK 特番「秋の山梨特集」メインリポータ−を勤めます。
 FMKOFU- ジャステインズ テクノパレス番組担当ナビゲーター

