
レミ・マリア 

 Lemi Maria 

 
名前 レミ・マリア 

Hair:Brown  

Eyes:Brown 

国籍 日本 (父親がアメリカ人、母親が日本人) 

英語レベル：ネイティブ 

日本語レベル：ネイティブ 

  

 

 

----- テレビ出演 ----- 
•NHK 使える！伝わる日本語 

•NHK WORLD Journeys in Japan リポーター 

•フジテレビ 笑っていいとも 

•BS 朝日 「CNN サタデーナイト」ナビゲーター兼

レポーター 

•NHK WORLD great gear レギュラーリポーター

（2017 年 7 月～2020 年 3 月番組終了まで） 

・NHK WORLD BOSAI: Science that can save 

your life レギュラーリポーター（2020 年 5 月～） 

•NHK E テレ高校講座 

コミュ二ケーション英語Ⅰレギュラー 

・NHK E テレ おもてなし即レス英会話（2020

年 5 月） 

・ニコニコチャンネル YOSHIKI CHANNEL 司会 

兼 通訳 

・日経 CNBC「CHANNEL JAPAN」アメリカ特

番 司会 

 

 

----- CM 出演 ----- 
・コカコーラ 「burn」 

・KLM オランダ航空 シネマ CM 

・ベルブランシェ天童 

 

 

----- 映画出演 ----- 
「TOKYO FANTASTY~ SEKAI NO OWARI」 

She’s Just a Shadow 「レポーター役」 

 

 

--レポーター/ナビゲーター--- 

・旭有機材 PR 動画 

・大丸有まちづくり協議会 

・世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 

PR 動画 レポーター 

 

 

----- ラジオ----- 
•NHK ラジオ第 2 

高校講座コミュニケーション英語Ⅲ 

・NHK 基礎英語３ （2018 年 4 月～2019 年

3 月レギュラー） 

 

 

----- PV----- 
・童子-T ft. 中島美嘉「誰よりも」 

 

 

 

----- モデル----- 
ブライダル 

•東部ホテルレバント東京  

•宇都宮東部ホテルグランデ  

•天王洲アイルシーフォートスクエア  

・アートホテル旭川 

•アニエス会津  

•ロックハート城  

・マナーハウス写風館 

・ベルブランシェ山形 

・ベルブランシェ天道 

•ゼクシィ、他 

 

その他 

・東京エキマチ 表紙 

•CASIO EX-ZR50 デジタルカメラ広告 

・NIKON DIGITUTOR 

•Blinky Lash 広告 

•ミルボン 広告 

・住友商事「PREX」 

•Axes Femme Bag book(ムック本) 

•ミラカール 

・Walker Plus 

・LINE 

•大人の可愛いヘアカタログ 表紙、他 

 

 

 

 



   ----- ナレーション -----              
テレビ 

•BS 朝日 「CNN サタデーナイト」 

•NHK WORLD 「great gear」（レギュラー） 

•NHK WORLD 「Biz Stream」 

•NHK WORLD 「Her Story」 

・NHK WORLD 「NINJA TRUTH」 

•NHK WORLD 「3-Day Dare Devils」 

・NHK WORLD 「Saving Pristine Shores from 

Ocean Waste」 

・NHK WORLD BOSAI: Science that can save 

your life レギュラーリポーター/ナレーター（2020

年 5 月～） 

・NHK 総合「2 時間でまわるヴェルサイユ宮殿」 

・ヒカリ TV 「ミスインターナショナル世界大会」

WEBCM ボイスオーバー 

 

CM 

・トリンプスロギー 

・株式会社カミネ 

・ヨープレイト 

・SEVEN THREE 

・サロンパス 

 

映画 

•映画「アンダルシア」英語ナレーション 

 

英語教材 

・旺文社 蛍雪時代 

・主婦と生活社 

・リンケージクラブ 

 

プロモーション映像・VP・ウェブ CM 

・内閣府 

・文化庁 

・国立公文書館 

・東京都福祉保健局 

・NHK 

・NHK エンタープライズ 

・NTT ラーニングシステムズ 

・NTT 東日本 

・伊藤忠商事 

・資生堂 

・花王 

・SONY Immersive Space Entertainment 

・パナソニック 

・三菱電機 

・日立 

・日立建機株式会社 

・Honda 

・ソフトバンク 

・ラルクアンシエル（ライブ中ナレーション、メン

バー、グッズ紹介） 

・NIKON 

・NEC 

・味の素 

・王子ホールディングス 

・アフラック生命保険 

・オムロン  

・JICA 

・DENSO 

・アマナデザイン 

・郡山市 

・横浜市 

・厚木市 

・福島県 

・千代田区 

・東京大学 

・東京工業大学 

・上智大学 

・女子美術大学 

・広島大学（サウンドロゴ） 

・愛媛大学 

・SCRAP 

・ゴーストノート 

・徳洲会 

・フラットゥーンズライト 

・アールテクニカ 

・ジャパックス 

・香源 

・大道産業 

・医療イノベーション推進センター 

・安川オビアス 

・安川電機 

・株式会社朝日ネット 

・昭和鉄工株式会社 

・株式会社イデア 

・オダックスジャパン 

・矢崎総業株式会社 

・全日本錦鯉振興会 

・JOYSON SAFETY SYSTEMS 

・LOVE is BLIND VR GAME 

・ASPROVA 

・ASMO GAMES 

・アピッシュ 

・西華産業 

・旭有機材 

・中外製薬 

・大鵬製薬 

・２MC メソッド（フライトエイド） 

・シネマグラフ東京 

・武藤工業株式会社 

・真如苑 

・注文をまちがえる料理店 

・下田海中水族館 

・コスモ工機 

・DGSHAPE 

・スケーター 

・Crunchyroll 

・I-FREEK MOBILE INC.、他 

・オダックスジャパン 

・株式会社ナチュラルクリエイト 

・IR Robotics 

・株式会社テクノシステム 

・ナブテスコ株式会社 

・日本農薬株式会社 

・株式会社フェアーメディカル 

・Air Liquide Japan 

・サニーヘルス株式会社 

・DG PV 

・ビルコム株式会社 

・商船三井、他 

 



館内アナウンス・音声ガイド 

・内閣官房 領土、主権展示館 

・ふれあい科学館「スペースパーク」 

・富久クロスコンフォートタワー 

・LEGOLAND JAPAN 

・デイリーインフォメーション北海道 

・レハヴィジョン 

・ANA インターコンチネンタルホテル 

・ニコンミュージアム 

・大涌谷くろたまご館 

・警察署 

・Shibuya SoundMap 

 

交通アナウンス 

・南砺市営バス 

・ソラシドエア機内アナウンス（日英） 

・天草宝島ライン船内アナウンス 

 

ゲーム 

・LAST CLOUDIA セヴィア役（Sevia） 

・NHK 杯フィギュアフレンドシップパブリックビュ

ーイング トモダチジェスチャー 

・遊戯機器 

 

オーディオブック 

・英語は 3 語で伝わります 

 

 

----- バイリンガル MC ----- 
•大使館のイベント MC 兼通訳 

•TOKYO WINTER CAREER FORUM 2015 

・グロブナープレイス神園町クリスマスパーティー 

・SAGAMI GENERAL DEPO FALL FESTIVAL 

2018 

・WORLD CLASS 2019 JAPAN FINAL 

・プチバトー クロストークショー（バイリンガル

司会兼通訳） 

・結婚式/人前式/披露宴司会 兼 通訳、他 

----- 英語教材動画----- 
・桐原書店 

・ECC 

・English Central 

・AEON  

 

 

----- 動画出演----- 
・リクルート研修動画 

・奥会津プロモーション動画 

・UCC My COFFEE STYLE 36 杯のコーヒー編 

・LIVE JAPAN 

・ボングープロモーション動画 

・NEC 海外プレゼンテーション動画 

・JICA(独立行政法人国際協力機構) 

・アライドテレシス株式会社（レポーター役） 

・ソニーホームエンタテインメント＆サウンドプロ

ダクツ株式会社 

 

 

----- 一人語り----- 
・Just As An Ordinary Family 

・命のバトン 

 

 

--雑誌/本--- 
・オーガニックレストラン＆カフェガイド  

レポート 

 

 

----- 英語監修 ----- 

•映画「桜蘭高校ホスト部」の 

英語発音指導、英語監修 

•歌手の英詞の発音指導、翻訳、 

レコーディングでの発音指導 

•BS 朝日 「CNN サタデーナイト」翻訳、発音指導 

・日テレ今夜くらべてみました 

（英語指導歴１０年） 

 

----- 通訳 ----- 
・BULY beauty meeting 

・プチバトークロストークショー 

・テレビ東京「ありえへん世界」 

•撮影現場 

・スタジオ 

・披露宴 

・ミーティング、他 

 

 

 

 

資格・免許： 

TOEIC990 

英検一級 

日本語能力試験 N1 

普通自動車第一種運転免許 

上級救命技能認定証 

ダイビングライセンス PADI レスキューダイバー 

Plant-Based Nutrition Certificate, Completed 

November 4th, 2019, T. Colin Campbell Center 

for Nutrition Studies and eCornell 

(コーネル大学のオンライン学習プログラム

「eCornell」によるプラントベース栄養資格、

2019 年 11 月 4 日修了) 

 

趣味： 

海外旅行、キックボクシング歴５年、ボクシング歴

5 年、ダイビング、ヴィーガン、環境保護やサステ

イナビリティの情報収集、サッカー・フットサル、

読書、音楽・映画鑑賞、ピクニック 


