
牛島ちえ 
自己紹介： 

MC、ナレータ、イベントコンパニオンのほかに、ホテルのフロント勤務、メーカーの

海外営業、シナリオライターなど様々な仕事をしてまいりました。MC では過去の仕事

で培ってきた「気配り」を尽くし進行して参ります。ナレーターとして製品説明をす

るときは、まるで社員かと思われるようなリアリティと説得力を持たせます。頂いた

お仕事は誠心誠意、クライアント様に尽くしてまいりますので宜しくお願いします。 

 

対応言語： 

日本語→母国語 

英語→ビジネス 

 

対応サービス： 

バイリンガル MC、ナレーション、アテンド 

 

資格： 

・TOEIC840                       ・実用英語技能検定 準１級 

・教員免許（中学、高等学校）英語 

 

実績： 

【日英】 

・タイガー家電量販店実演                                ・コロナリーウィーク 2022 MC（心臓外科医の学会） 

・CEATEC 2022 ピッチステージ                            ・ツーリズムエキスポ MC                                  

・日仏ビジネスサミット(日英 VIP アテンド）               ・東京モーターショー2019/矢崎総業                        

・鉄道フェスティバル/プラチナトレイン MC                ・青空文庫、太宰治の「満願」「黄金風景」朗読 MA 

・IBM Research Frontiers Institute MC          ・ヨーロピアンコミッション MC     

・Nano tech 2021/NEDO ブース（英語対応、受付、MC）     等 

 

【日本語】 

・パレスホテル立川サロンコンサート MC 

・シャープフェア MC 

・区議会選挙ウグイス嬢 

・NEW アーモンド試飲会 MC 

・サプラ演芸ショーMC 

・AstraZeneca Breast cancer conference MC 

・AstraZeneca special lecture MC 

・人工関節学会 MC 

・サプラビンゴ大会 MC 

・東証 IR フェスタ MC 

・エコプロダクツ/JOGMEC ブース NA 

・Edvation x Summit 2018  MC 

・イトーヨーカドーハロウィンイベント MC 

・ツーリズムエキスポ/「明治日本の産業革命遺産」世界遺 

・産協議会ブース MC 

 

・Japan IT week/日本マイクロソフトブース MC 

・DAZN for Docomo Sports Lounge MC 

・CHUGAI Directors of Pharmacy Forum 2018 NA 

・ダイソン掃除機 T&T イベント MC 

・同志社女子大学公式庭球部創部 67 周年記念式典 MC 

・日産部品販売サービス技術大会 MC 

・Lenovo Yoga PC  NA 

・・ビューティワールドジャパン/ブルームクラシック MC 

・医療品衛生フェア CO（抽選会受付） 

・モーターサイクルショー CO 

・NTT コミュニケーションズ MC 業務 

・危機管理産業展/旭デュポン MC 

・おうちでマスクキャンペーン MC 

・ジャパンキャンピングカーショー/ケイワークス MC  

・株式会社 E プラン（社内ＶＴＲ）  等



Chie Ushijima 

Bilingual MC / Narrator  

In addition to being a narrator, MC and promotional model, I used to 

work as a hotel receptionist, overseas sales representative, and 

scenario writer. As an MC, I will use the attention to detail that I have 

cultivated in my previous jobs. When explaining the details of a product, 

I will make it seem as if I am an employee of your company, with a sense 

of reality and persuasiveness. I will do my best to serve my clients. I 

look forward to working with you soon! 

 

Language： 

・Japanese (Native)     ・English (Business level) 

 

Services： 

Bilingual MC, Narration, Bilingual Attendant 

 

Qualification： 

・TOEIC 840 

・English proficiency exam Pre 1st 

・Teaching Credential (Junior and High school) of English 

 

Professional Experience： 

MC 

【Bilingual (Japanese and English)】 

・Tiger (home appliance company) event MC      ・ CEATEC 2022 Pitch Stage 

・Coronary Week 2022 MC (Society of Cardiac Surgeons) ・Tokyo Motor Show 2019 NA                       

・IBM Research Frontiers Institute MC                ・Japan-France Business Summit (Bilingual VIP Attend) 

・European Commission MC                       ・Mask Campaign MC                        

・Nano tech 2021 / NEDO booth MC                ・Tourism Expo MC 

・Nissan Chemical Roundup Promotion CO          ・Tokyo stock exchange IR MC 

・Japan Camper Show / K Works MC                                               etc 

  

【Japanese】 

・Railway Festival / Platinum Train MC 

・Palace hotel Tachikawa salon concert MC 

・SHARP festival MC 

・Public announce of ward assembly election 

・MEIJI new Almond drink tasting event MC 

・Amusement show of shopping mall MC 

・AstraZeneca Breast cancer conference MC 

・AstraZeneca special lecture MC 

・Artificial hip joint academy MC 

・Edvation x Summit 2018 MC 

・Motorcycle Show CO                 

 

・Halloween parade MC 

・Riscon Tokyo special stage MC 

・Tourism Expo /Jap. world heritage of Meiji era MC 

・Japan IT week/ Microsoft MC 

・DAZN for Docomo sports lounge MC 

・CHUGAI Directors of Pharmacy Forum 2018 NA 

・Dyson cleaner T&T event MC 

・ 67th Anniversary event of Doshisha women’s 

college of liberal arts Tennis club MC 

・NTT Communications MC  

・Lenovo Yoga PC  NA    

                                    etc



 


