松本 真美子（まつもと

まみこ）

対応言語：
・日本語 (母国語)
・英語 (ビジネスレベル / TOEIC 875 点)

学歴 ・アナウンス訓練：
・関西学院大学文学部ドイツ文学科 卒業
・大阪のアナウンス学校にて 1 年間訓練を受け、
司会の活動をしながら元 RKB アナウンスサーの
もとで 4 年間研鑽を積む。

その他:
・162 cm
・静岡県浜松市出身 大阪府大阪市在住

【自己紹介】
大学卒業後、JR 新大阪駅のインフォメーションオフィスにて、外国人対応などに携わる。
2007 年より司会を始め、12 年間のキャリアの中で、企業のイベント、式典、婚礼、学会、シンポジウム、
コンサートなど、司会が必要な様々なシーンでこれまで 1200 件以上の司会を務める。国王や王妃、皇族、
世界各国の VIP が臨席する場での司会を務めた経験も持つ。式典やパーティーでのスピーチ通訳、テレ
ビ局のロケ同行通訳、結婚式場のアテンド通訳、ダーツワールドカップの通訳や、他、企業の翻訳なども
担ってきた。そのほかにも、企業のビジネスマナー講師、外国人に対しての日本語講師などを務め、現在
は、英語コーチとしても活動中。
【バイリンガル MC・英語 MC 実績】
・ ルイヴィトン阪急うめだ本店オープン記念パーティー
・ ザ・リッツカールトン大阪

ステラダイニングディナーイベント

・ シンガポール航空ボーイング 787-10 ドリームライナー世界初就航記念式典
・ ベルギー・日本友好 150 周年記念文化の祭典
・ シャープグローバルトップディーラー コンベンション
・ 京都大学経営管理大学院主催 インテグレイティド・ホスピタリティ シンポジウム
・ スイスホテル南海大阪 10 周年記念パーティー・15 周年記念パーティー
・ ヒルトン大阪 2 階新レストランお披露目パーティー・3 階オープニングイベント・35 階スカイバン
ケットオープニングレセプション etc.
ほか、医学会のオープニングセレモニー・クロージングセレモニー、懇親会、国際結婚式・披露宴のバ
イリンガル司会・英語司会を多数務める。

MAMIKO MATSUMOTO
LANGUAGES：
・Japanese (native language)
・English (business level / TOEIC 875 points)

EDUCATION and TRAINING：
・Graduated from KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY in
Hyogo and gained Bachelor of Arts in Literature in
2001.
・ Taken the training of announcement from the
professional school in Osaka.

OTHER INFORMATION:
・162 cm tall
・Originally from Shizuoka, living in Osaka.

WORKING EXPERIENCE：
Mamiko Matsumoto has acted as an MC of more than 1200 projects/events for 12 years (as of 2019),
including ceremonies, wedding receptions, corporate events, medical conventions, conferences,
symposiums, summits, concerts and any other events. She has much experience such as doing an
MC of the events that attended by prestigious VIPs. In addition, she occasionally works for TV
broadcasting companies or wedding venues as an interpreter and also works as a translator as well.
Also, she has experience of teaching business manner or etiquette at the famous companies like
PANASONIC, DAIKIN, SEKISUI HOUSE and so on.

・ MC for LOUIS VUITTON and HANKYU UMEDA department store’s opening event
・ MC for Stellar Dining Series hosted by Marriott International
・ MC for the Singapore Airlines of Launch Ceremony of the first Boeing 787-10 Dreamliner flight
・ MC for Taste of Belgium cerebrating the 40th Anniversary of Flanders Center
・ MC for the Global Top Convention of SHARP
・ MC for the symposium hosted by KYOTO University called Integrated Hospitality
・ MCs for the 10th and also 15th anniversary party of Swiss Hotel Nankai Osaka
・ MCs for the opening reception of sky banquet room, 2nd floor and 3rd floor of Hilton Osaka
・ MC for MAYORS SUMMIT of Osaka, Kyoto and Kobe
・ MC for the symposium related to the G20 Summit etc.

