森井 奈緒
自己紹介：
現在はミュージシャンとしても活動しており、作詞作曲、ボー
カル、トランペット演奏のお仕事もしています。MC は音楽関
係イベントで依頼を受けたことをきっかけに始めました。現在
は展示会、セミナー、トークショー、各種イベントで活動して
おります。通常の日本語 MC 業務に加えて、バイリンガル MC
としても様々なお仕事をさせて頂いております。持前の笑顔と
特技を生かして現場で必ずお役に立ちます。

対応：
日本語:母国語

英語:ビジネスレベル ドイツ語: 日常会話程度

対応サービス：
バイリンガル MC、ナレーション、 イベント MC
資格：
TOEIC 920、教員免許 中学、高校（音楽）、ヤマハ大人の音楽
レッスン講師資格（ポピュラーボーカル、トランペット、ゴス
ペル）

実績：
♦MC 経歴♦
◉関西 PV エキスポ 日英 MC
◉キーエンスブース操作体験 SUB NA【大阪、名古屋、東京 3 会場】
◉国際ホテルレストランショー メリタジャパンブース（日英 MC&逐次通訳）
◉東京ギフトショー アクアバンクブース（バイリンガル 日英 MC）
◉IWA 国際水協会世界会議 日立グループブース 日英 MC
◉夢ナビライブ 2017 MC ◉スーパーサイエンスハイスクール バイリンガル MC
◉EC camp2017 MC
◉ハーマンインターナショナル 最新スピーカー製品説明/試聴会&生ライブ
日英 MC
◉人気ブロガー 賢人 T シャツお渡し会 トークショー MC
◉ミキハウスランド イベント MC ◉京阪電鉄ミシガンクルーズ MC
◉ヤマハ発表会 MC
◉元ハウンドドッグメンバープロデュースライブ MC
◉オスカーインターナショナル カーオーディオ視聴会 MC &演奏 2013 年〜
◉大阪府高石市市政 50 周年記念テーマソングコンテスト 最優秀賞受賞 ※関連イベント出演 MC &演奏
【雑誌 CD】
◉芸文社カーオーディオマガジン 付録 CD ナレーション、作詞作曲、歌、トランペット 2017 年、2018
年
◉1st メジャーシングル〜A Clown in New York〜 キングレコード 2016 年 10 月

【ラジオ】
◉世田谷 FM 音楽番組パーソナリティー 2016 年〜2017 年

Nao Morii
Bilingual MC
I've worked as a singer-songwriter and trumpet player. I got into
emceeing at the request of someone involved in my music career.
Now I do a variety of MC jobs for exhibitions, seminars, talk shows,
and other events. In addition to the regular Japanese MC jobs, I
often work as a bilingual MC. I'm sure, with my smile and abilities, I
can do great work for you.
Language： Japanese, English, German
Services: Bilingual MC, Narration
Qualifications: TOEIC 920
Yamaha instructor's licenses（Vocal,
Trumpet, and Gospel）,Teacher's certificates（Music for junior high
school and high school）
Professional Experience:
MC
◉Kansai PV EXPO （Bilingual MC）
◉The Keyence booth （MC）
◉International hotel and restaurant show: The Melita Japan booth
（Bilingual MC and interpreter）
◉Tokyo Gift Show: the Aqua Bank booth（Bilingual MC）
◉IWA World Conference: the Hitachi Group booth （Bilingual MC）
◉Yume-Navi Live （MC） ◉Super Science School （Bilingual MC） ◉Ec Camp 2017 （MC）
◉Harman International: Presentations and trial listening on the latest speakers, and gigs （Bilingual MC）
◉Popular blogger Kento: T-shirt Event （Talk show MC）
◉Miki House Land: Event （MC） ◉Keihan Electric Railway: Michigan Cruise （MC）
◉Yamaha's recitals（MC）
◉Events produced by former Hound Dog's members （MC）
◉Oscar International: Trial listening event of car audio systems （MC and music performance）
Since 2013
【Magazine and CD】
◉Car Audio Magazine: the attached CD（narration, song-writing, vocal and trumpet）
2017 and 2018
◉1st album “A Clown in New York” King Records
October 2016
【Municipal Events】
◉The theme song competition for the 50th anniversary of Takaishi City, Osaka: Grand Prize
（MC and music performance for city events）
【Radio】
◉FM Setagaya

Music program's MC

