Tomoko Togawa
とがわ ともこ
自己紹介：仕事上でもプライベートでも、人と関わることが大好
きです。また、喜んでもらいたい、笑顔でいてもらいたい気持ち
で、いつも周りの人と接しています。どんな環境やシチュエーシ
ョンにでもフレキシブルに対応できるのが特技です。
私の強みは、とりあえず何でもやってみる、チャレンジしてみる
ことです。新しいことや自分にとって未知な情報をえることも大
好きで、それらを学ぶことで、これから私自身がさらにどう成長
できるか楽しみしながら、日々勉強です。
対応言語：英語：ビジネスレベル、

日本語：母国語

対応サービス：バイリンガル MC、通訳
資格：
一般社団法人 日本適性力学協会 プラクティショナー 認定
日本書道 6 段
ヤマハピアノグレード 6 級
フィギュアスケート 1 級
実績：
・ラグビーワールドカップ 2019 準々決勝@大分
ウェールズ対フランス オフィシャルプラチナホスピタリティ
・ラグビーワールドカップ 2019 準々決勝@大分
イングランド対オーストラリア オフィシャルプラチナホスピタリティ
・ラグビーワールドカップ 2019 @神戸
イングランド対アメリカ オフィシャルプラチナホスピタリティ
・ラグビーワールドカップ 2019 チームウェルカムセレモニー (スコットランド代表チーム@長崎
/ イングランド代表チーム@宮崎 / アメリカ代表チーム@沖縄)
・ラリー日本 2019 イン九州フェアウェルパーティー(英語司会)
・TEDxFukuoka Woman 2017
・ウェルス成功英語マスタースクール
・星のリゾートホテル軽井沢 国際結婚披露宴
・人前式(英語司会)
・九州エリアのホテルや料亭などの国際結婚披露宴
・福岡コミテンラジオにレギュラー出演中
・ASKA corporation の健康食品モデル／グラント・イーワンズの下着モデル/ 311 の義援金モデル
・各種セミナー同時通訳多数
・CJ E&M ネットワーキングパーティ：通訳兼進行 MC
・2016 年ライオンズクラブ国際大会：通訳兼進行 MC
・化粧品会社、英語教育関連：バイリンガル MC
・国際結婚式ブライダル：バイリンガル MC

Tomoko Togawa
Bilingual MC / Interpreter:
I really like to interact with people in public or private life. My intention is
always to please people and make them smile. In addition, I am very
flexible with any environment or situation.
My strongest point is to do anything no matter what and to challenge
myself. Also my favorite is to know new things and obtain unknown
information. Through learning those, I can make myself progress. Every
single day is to learn something significant. So I am very looking forward
to see how I will make myself grow up in the future.
Language：Japanese/ English
Services：Bilingual MC, Interpretation
Qualification：
Japan Dynamics Group Practitioner
Sixth Grades on the fifth stage of Japanese Caligraphy
Figure Skating 1st grade
Yamaha Piano 6th grade
Professional Experience：
Rugby World Cup 2019 quarter finals @ Oita (Wales vs France Official Platinum Hospitality)
Rugby World Cup 2019 quarter finals @ Oita (England vs Australia Official Platinum Hospitality)
Rugby World Cup 2019 @ Kobe (England vs USA Official Platinum Hospitality)
Rugby World Cup 2019 Team Welcome Ceremony (Scotland National Team @ Nagasaki
/ England National Team @ Miyazaki / USA National Team @ Okinawa)
Rally Japan 2019 in Kyushu Fairwell Party (English host)
International wedding receptions at hotels and restaurants in the Kyushu area and Karuizawa
TEDxFukuoka Woman 2017
Wealth success English master school
Private ceremony (English host)
Wealth Dynamics Success English Master Course Seminar
Cosmetic’s company seminar in Kyushu
A・G・Mohan who is the last disciple of The Master Tirumalai Krishnamacharya who is well-known as "The father of
modern yoga"
Rocky Heron, who is a world-traveling yoga master
Don Jose Luis Ruiz, who is the author of "The Fifth Agreement" and the son of Don Miguel Ruiz who is the internationally
bestselling author of "The Four Agreements" that has sold over five million copies in US and seven million worldwide
Mark Lauren, who trained US Special Forces operatives more than a decade and is the bodyweight trainer worldwide
99th Lions Club International Convention Parade in Fukuoka
Tan Choon Kiang at Qi Alignment Seminar
CJ E&M Business Negotiation at Comedy Animation Market Fukuoka 2017 and Networking Parties for foreign buyer
Garr Raynolds, who is the speaker and the author of “Presentation Zen”, “Naked Presenter”
English Trainer
・Appeared on ComiTen Radio show and currently invited irregularly
TEDx Fukuoka Crew

