
Profile

□1982年

□1984年

□1989年

□1990年

□1991年

□1992年

□1993年

□1994年

□1995年

◎メンズファッション大賞<銀賞>・エールフランスファッション大賞入賞
◎子供服ファッションコンテスト<大賞>・神戸ファッションコンテスト<銀賞>
◎ウェディング大賞入賞

◎遠藤賞入賞　
◎文化服装学院　服飾デザイン専攻科卒業
◎（株）やまもと寛斎入社、以降「カンサイ　ヤマモト」パリコレクション活動
◎CHOYA（株）とのライセンスシャツブランド“KANSAI   PROFUMO”設立

◎カンサイSIP事業部にてビジュアル・ディレクターとして数々のイベント衣裳を手掛ける

◎劇団7曜日公演「OUT３」衣裳
　（作、演出；ラサール石井　於；池袋サンシャイン・シティ・アルパ屋上）
◎劇団7曜日公演「ときのかがやき」衣裳
　（作、演出；渡辺正行　於；新宿スペース107）

◎オペラ「千の記憶の物語」衣裳
　（演出；相米慎二、音楽；三枝成彰、出演；錦織一清、他　於；トヨタアムラックス）
◎（株）アヴァンギャルドコンプレックス設立に参加
◎劇団7曜日（渡辺正行主宰）　公演「おばけ物語」衣裳（於；シアター・アップル）
◎シアターグループ太虚<TAO> 野外劇「白髭のリア第二部／嵐」衣裳
　（演出；鈴木絢士、主演；若松武　於；住友ベークライト跡地特設劇場）
◎第一子出産

◎劇団7曜日公演「不思議の国のジャック」衣裳
◎ロックグループ「ソフトバレエ」（ビクター）CDジャケット衣裳担当及びステージ衣裳
◎シアターグループ太虚<TAO>公演「白髭のリア第三部／復活（総集編）」「火の仮面」衣裳

◎九州石油　CF衣裳スタイリング
◎Jリーグ・名古屋グランパスエイト選手移動用オフィシャルユニフォームデザイン
◎玉川酒造（株）ユニフォームデザイン
◎木の実ナナ、クリスマスディナーショー衣裳

◎個展「トリック・トリック」開催　（於；アヴァンギャルドコンプレックスギャラリー）
◎日本船舶振興会、ボートレースクイーン（ホリプロ）コスチューム及びCFコスチューム
◎鶴ヶ島カントリー倶楽部スタッフユニフォームデザイン
◎横尾忠則「スピリチュアル・ポップ1994」スタイリスト
◎カメリアダイアモンド“じゅわいよ・くちゅーるマキ”7～8月編、9～10月編、11～12月編　CFコスチューム
◎（株）テクナ（業種；NHK大道具）スタッフユニフォーム
◎「コロッケ、ものまねコンサート」コスチューム
◎ゲームセンター用ソフト「ドリームワールド（夢の診断室）」コスチューム
◎「バスガイドコスチュームコンペティション」審査委員長（北海道バス協会主催）
◎木の実ナナ、クリスマスディナーショー衣裳
◎'94 Be-Bコンサートツアー衣裳
◎NHK紅白歌合戦、森口博子衣裳

◎ホテルJALシティ（日本航空株式会社）ユニフォームデザイン
◎福島国際体開、閉会式典、衣裳監督　（中央顧問；泉真也、音楽監督；服部克久、演出監督；長束利博）
◎森口博子「PARADE」　コンサートツアー衣裳　
◎椎名へきる　コンサートツアー衣裳

牧野　純子／Junco Makino
デザイナー



□1995年

□1996年

□1997年

□1998年

◎本谷美加子CDジャケット衣裳
◎カメリアダイアモンド“じゅわいよ・くちゅーるマキ ”'95　9～10月編、11～12月編
　'96　1～2月編CFコスチューム
◎sesame（107号）にて子供服デザイン及び製作
◎第二子出産　

◎（有）ダダグラム設立
◎<TAO>公演「ダイナード」衣裳（演出；鈴木絢士、出演；わたなべあやこ、蘭妖子/他）
◎流山児事務所公演　「ダフネの嵐」衣裳（作・演出；ラサール石井　於；世田谷パブリックシアター）
◎アーティスト参加型ブランド「アタッシェ　ドゥ　プレス」新宿高島屋にオープン
　（チーフコーディネーター及びチーフデザイナー）
◎NTTインターコミュニケーション・センター（於；オペラシティタワー）オープニングプレイベント
　「モペットレンガ」衣裳
◎森口博子「SISEN」　コンサートツアー衣裳
◎ABCミュージカル「タヌキ」衣裳
　（作・演出；鈴木聡、出演；木の実ナナ、赤坂晃、尾藤イサオ、上條恒彦/他　於；近鉄劇場）
◎木の実ナナ、クリスマスコンサート衣裳
◎NHK紅白歌合戦　森口博子衣裳

◎「アタッシェ　ドゥ　プレス」'97　S/S１発表　　
◎「変身カラス」製作（神奈川県立子供医療センター用リハビリ用具）
◎「アタッシェ　ドゥ　プレス」'97　S/S２発表　
◎ <TAO>公演「ハイナー・ミュラーの使い方」衣裳（作：ハイナー・ミュラー、演出；鈴木絢士　於；シアターX）
◎「アタッシェ　ドゥ　プレス」'97/'98　A/W１発表
◎ 四大音曲家、コンサート衣裳（木の実ナナ、尾藤イサオ、国本武春、曽我泰久　於；東京厚生年金会館）
◎「アタッシェ　ドゥ　プレス」'97/'98　A/W２発表
◎流山児事務所公演「ダフネの嵐」衣裳（作・演；ラサール石井　於；本多劇場）
◎森口博子「Happy  Happy  Blue」　コンサートツアー衣裳
◎NHK歌謡ショー（木の実ナナ衣裳：五木ひろし、前川きよし、松崎しげる/他　於；NHKホール）
◎コロッケ　ディナーショー（電飾衣裳　他）
◎ベネトングループ・ジャパン（株）'98 S/S総合展示会のトータル・スタイリング担当
◎木の実ナナ　ディナーショー衣裳
◎森口博子　ディナーショー衣裳

◎ハウス食品（株）　冬のカレー・シチューキャンペーン　TV-CMコスチューム（出演；木の実ナナ/他）
◎日本コダック（株）“ピッタリのプレゼント ”扁、“おしゃべりな写真達 ”扁　TV-CMコスチューム
　（出演；松雪泰子/他）
◎梁　邦彦コンサート衣裳
◎（株）フランドル　ef-deデビューコレクション　スタイリング
◎ハウス食品（株）　夏に効くカレー　TV-CMコスチューム（出演；木の実ナナ衣裳：岸谷五郎、一色紗英）
◎上々颱風　CDジャケット「翼がほしい」用コスチューム
◎ハウス食品（株）　細打ち名人　TV-CMコスチューム（出演；木の実ナナ）
◎'98TVスペシャル「あぶない刑事　FOREVER」（出演；木の実ナナ衣裳）
◎'98THE MOVIE「あぶない刑事　FOREVER」（出演；木の実ナナ衣裳）
◎月曜ドラマスペシャル「女性保安員・二階堂雪「出来心」」（出演；木の実ナナ衣裳）
　　その後同シリーズ現在まで
◎土曜ワイド劇場「混浴露天風呂連続殺人（津軽編）」（出演；木の実ナナ衣裳）
　その後同シリーズ現在まで
◎第6回エイズチャリティーファッションシンフォニー（鳩山由紀夫・幸夫妻衣裳）（於；国際フォーラム）
◎ベネトングループ・ジャパン（株）＆アフリカのコラボレーションファッションショー　スタイリング
　（於；池袋西口広場）
◎梁　邦彦アコースティックコンサート用衣裳（於；青山円形ホール）
◎森口博子　'98ディナーショー衣裳



□1999年

□2000年

□2001年

□2002年

□2003年

□2004年

□2005年

◎家庭画報'99.2月号　木の実ナナ衣裳
◎スリムビューティーハウス　TV-CMコスチューム（出演；木の実ナナ）
◎土曜ワイド劇場「信州路に消えた殺人者」（出演；栗原小巻、藤田朋子用衣裳）
◎火曜サスペンス劇場「ふたり」（出演；木の実ナナ、原　千晶）その後同シリーズ現在まで
◎梁邦彦コンサート衣裳（於；品川教会）
◎2000年ミュージカル「出島」ポスター（出演；木の実ナナ、近藤正臣、一色紗英、山本太郎）
◎テーマパークパレード衣裳製作

◎ニッサンルネッサンス　ポスター衣裳
◎国際園芸・造園博覧会「ジャパンフローラ２０００」（淡路花博）オープニングパフォーマンス用衣裳
◎ながさき阿蘭陀年オリジナル音楽劇「出島　DECIMA」　（於；長崎ブリックホール）
   （出演；木の実ナナ、近藤正臣、一色紗英、山本太郎/他）
◎Venus Fort　1st Birthday event　ファッションショー「Venus Fort　Millennium Collection」
　総合スタイリング（ゲスト：小雪,角田（K-1）,武蔵（K-1）その他）
　参加6ブランド（トッド・オールダムストア/NAFNAFBOUTIQUE/FLANDRE CITY
　/BCBG MAX AZRIA/MAX&Co/MAX&Co/ポロ・ラルフローレン）
◎ながさき阿蘭陀年オリジナル音楽劇「出島　DECIMA」
　東京公演（於；アートスフィア（天王洲アイル））　大阪公演（於；大阪厚生年金会館）
　（出演；木の実ナナ、近藤正臣、一色紗英、山本太郎/他）

◎明海大学浦安キャンパス　「卒業記念オリジナル時計」　デザイン
◎森口博子コンサート衣裳　（於；渋谷アックス）
◎WOW WOW開局１０周年記念コンサート衣裳
◎高島屋創業１７０周年記念コンサート衣裳（木の実ナナ）
◎森口博子ライブ衣裳　（於；六本木スイートベイジル）
◎石井一孝カウントダウンコンサート衣裳　（於；赤坂プリンスホテル）

◎はぐれ刑事純情派（新春スペシャル）木の実ナナ衣裳　　
◎石井一孝 Live See Soon 2002衣裳　（於；赤坂プリンスホテル）
◎土曜ワイド劇場『混浴露天風呂連続殺人（長崎・雲仙・島原編）』　主演：木の実ナナ衣裳
◎月曜ドラマスペシャル『万引きGメン・二階堂雪（ねたみ）』　主演：木の実ナナ衣裳
◎ベストミュージカル　衣裳　（於；東京オペラシティーホール）　
◎テーマパーク内　ミュージカルステージ衣裳製作

◎月曜ドラマスペシャル『万引きGメン・二階堂雪（美形願望）』　主演：木の実ナナ衣裳
◎ホーユーヘアーカラーリング　スプラッシュ2003　（於；国際フォーラム）
　「アルティファータ」ゾーン　ショー用スタイリング　
◎火曜サスペンス劇場『震える手』　主演：木の実ナナ衣裳
◎土曜ワイド劇場『混浴露天風呂連続殺人（日光・鬼怒川編）』　主演：木の実ナナ衣裳
◎テーマパーク内　夏用イベント衣裳製作

◎TVドラマ出演時、木の実ナナ用衣裳全般（金曜ドラマ「温泉女将」をのぞく）
◎シオノギ製薬　広告用衣裳
◎富士通チアリーダー衣裳デザイン監修
◎六本木「香和」ショーパブ用６月～リニューアルステージ衣裳
◎倍賞千恵子　コンサート衣裳　
◎倍賞千恵子　歌番組衣裳　（於；五反田ユーポートホール）　
◎「ボディーソニックベッド」製作（神奈川県立子供医療センター用リハビリ用具）
◎映画「ハウルの城」DVDプロモーション衣裳　（於；日比谷公会堂）　

◎サスペンスミュージカル「ジッパー」衣裳（作、演出；ラサール石井）
◎山口百恵トリビューミュージカル「プレイバックPart2」衣裳
（作、演出：ラサール石井　出演；みつき、榊原郁恵、鶴見辰吾、今陽子/他）
◎テーマパーク　クリスマスイベント衣裳製作



□2006年

□2007年

□2008年

□2009年

◎テーマパーク　リニューアル野外ミュージカル衣裳製作
◎30周年祝「こち亀」舞台用衣裳（作、演出：ラサール石井　於；スペースゼロ）
◎「うす皮一枚」衣裳（作、演出：鈴木おさむ　出演；劇団ひとり、シズちゃん/他　於；本多劇場）
◎「星屑の町」衣裳（作、演出：水谷龍二　出演；戸田恵子、ラサール石井/他　於；本多劇場）
◎米米クラブ演劇部「私がオバさんになっている」衣裳
　（作・演出；村上大樹、出演；矢沢心、ジェームス小野田/他　於；東京芸術劇場中ホール）

◎テーマパーク　ダンスイベント　ダンサー衣裳製作
◎和製ミュージカル「阿国」お丹、遊女、衣裳デザイン製作
　（出演；木の実ナナ　ピーター/他　於；新橋演舞場、京都南座）
◎「志村魂２」特殊衣裳デザイン製作
　（脚本・演出；ラサール石井　出演；志村けん、ダチョウ倶楽部、森下千里/他　於；東京芸術劇場中ホール）
◎富士通社会人アメフトチーム　フロンティア　チアリーダー衣裳2007バージョン　デザイン監修
◎戸田恵子PV「ACTRESS」衣裳
◎戸田恵子コンサート「ACTRESS」衣裳　（於；草月ホール）
◎「きっと長い手紙」衣裳製作
　（作；中島淳彦　演出；ラサール石井　出演；矢口真里、春風亭昇太/他　於；本多劇場）
◎Hey! Say! Jumpコンサート衣裳製作　（於；東京ドーム）

◎戸田恵子カジュアルライブ　衣裳　（於；六本木スイートベイジル）
◎韓国ミュージカル「サ・ビ・タ」　
　（訳詞・演出；中島敦彦　主演；山崎育三郎,駒田一、原田夏希　於；シアタートラム
　　2010年本多劇場にて再演）
◎舞踏「奇讐監房」　衣裳
 　（出演；工藤丈輝、若林淳　於；神楽坂die pratze）
◎「学ぶおじさん」　衣裳
　（作・演出；水谷龍二　出演；伊東四朗、平田満、片桐はいり/他　於；本多劇場）
◎「線路は続くよどこまでも」　衣裳
　（作・演出；鄭義信　主演；小宮孝泰　於；下北沢OFF・OFFシアター）
◎上海ブランド「グラムキッス」　立ち上げ企画に参加
◎香港EVISジーンズ　オリジナル企画に参加

◎WOW WOWバラエティー番組「キャバレー」シリーズ12話にスタイリストとして参加
　（主演：三宅裕司、YOU、バナナマン、ビックバンド　ゲスト伊東四朗、渡辺正行、ラサール石井/他）　
◎バンダラコッチャ「相思双愛」　衣裳
　（構成・演出；近藤芳正/桑原裕子　主演；坂井真紀、辺見えみり、近藤芳正、榎木孝明
　　於；紀伊国屋ホール他）
◎キバコの会「素。」　衣裳
　（演出；堤幸彦　主演；戸田恵子、半海一晃、野添義弘、多田木亮佑、柳田衣里佳　於；ザ・スズナリ）
◎7Days Judgement「死に神の精度」　衣裳
　（演出；和田憲明　出演；香川照之、中川晃教、鈴木省吾、ラサール石井　於；シアタートラム）
◎SETジェネレーションギャップVol,3「ヤマトタケルの面々」　衣裳
　（演出；大関真　出演；山崎大輔、杉野なつ美、大関真、大竹浩一/他　於；シアターグリーン）
◎テアトルエコー「お手を拝借」　衣裳
　（演出；ラサール石井　主演；沢りつお、山下啓介、安西正弘、熊倉一雄、小宮孝泰/他
　　於；恵比寿・エコー劇場）
◎「エルダーソルジャーズ」　衣裳
　（作；内村宏幸　演出；工藤浩之　出演；内村光良、大竹一樹、三村マサカズ、ウド鈴木、天野ひろゆき/他
　　於；東京グローブ座）
◎戸田恵子ディナーショー　（ゲスト；植木豪　於；横浜コンチネンタルホテル）



□2010年 ◎コントライブ「いい加減にしてみました　3」　衣裳
　（作；妹尾匡夫　出演；伊東四朗、三宅裕司、沢口靖子　於；本多劇場）
◎ホンジャマカライブ「成人」20周年すぎてました。　衣裳
　（出演；石塚英彦、恵俊彰、にしおかすみこ、山本高広、我が家、フォーリンラブ
　　於；紀伊国屋サザンシアター）
◎劇団EXILE華組　第二回公演「六悪党」　衣裳
　（演出；和田憲明　出演；青柳翔、秋山真太郎、磯村洋祐、小澤雄太、施鐘泰、春川恭亮、多門勝
　　於；新宿・SPACE107）
◎明治座春まつり「美川憲一とゆかいな仲間たち」　衣裳
　（構成・演出；渡辺正行　出演；渡辺正行、桜塚やっくん、はるな愛、エレキコミック、楽しんご/他
　　於；明治座　中日劇場）
◎D-BOYS STAGE 2010 trial-1「ナウ・ローディング」　衣裳
　（演出；ラサール石井　脚本；ますもとたくや　出演；遠藤雄弥、五十嵐隼士、和田正人、山田悠介、陳内将
　　大熊啓誉、今泉稔、藤田秀世　於；シアターサンモール　ABCホール）
◎オフ・ブロードウェイミュージカル「リトルショップ・オブ・ホラーズ」　衣裳
　（訳詞・演出；松村武　出演；DAIGO、安倍なつみ、新納慎也、深沢敦、尾藤イサオ/他
　　於；本多劇場）
◎SHA-LA-LA「ドナサマーナイト」　衣裳
　（作；入江雅人　出演；出川哲朗、内村光良、南原清隆、入江雅人、ARARI、仁井田さゆり、朝山まゆみ
　　於；全労済ホール　スペースゼロ）
◎熱海五郎一座「男と女と浮ついた遺伝子」　衣裳　
　（作；妹尾匡夫　構成、演出；三宅裕司　出演；水野真紀、三宅裕司、渡辺正行、小倉久寛、春風亭昇太、
　　東貴博、河本千明/他　於；サンシャイン劇場、サンケイホール）
◎劇団SETX大森一樹Xにほんのうた実行委員会「世界のどこにでもある、場所」　衣裳
　（映画版　作、演出；大森一樹　出演；劇団SET/他）
　（舞台版　作、演出；大関真(SET）　出演；吉田友一、村田充、桜田聖子、田上ひろし、山口智恵
　　杉野なつ美/他　於；下北沢　駅前劇場）
◎カックラキン大劇場in中日劇場「お化け物語」　衣裳
　（作、演出；渡辺正行　出演；諸星和己、松居直美、篠田麻里子、薬師寺保栄、X-GUN、内場勝則
　　渡辺正行/他　於；中日劇場）
◎舞台版　クイズ！ヘキサゴン「マイホーム、オン、ザビーチ」　衣裳
　（演出；ラサール石井　出演；渡辺正行、ラサール石井、つるの剛士、山田親太朗、崎本大海/他
　　於；東京グローブ座）
◎「今の私をカバンにつめて」
　（翻訳、台本；三谷幸喜　演出；G２　出演；戸田恵子、石黒賢、入絵加奈子、麻生かほ里、植木豪
　　於；青山円形劇場、大阪ビジネスパーク円形ホール）
◎「ガラスの葉」ポスター＆パンフレット用衣裳
　（作；フィリップ・リドリー　演出；白井晃　出演；萩原聖人、田中圭、平岩紙、銀粉蝶　於；シアタートラム）
◎妖しのポップファンタジー「ACT泉鏡花」
　（作、演出；加藤直　出演；木の実ナナ、近藤正臣、秋元才加、仲川遥香、片山陽加、佐藤亜美菜/他
　　於；東京グローブ座　他）
◎KANSAI SUPER SHOW「七人の侍」　山本寛斎着用衣裳
　（監督総指揮；山本寛斎　出演；堂本光一、仲里依沙、魔裟斗、柄本明、上島竜兵、出川哲朗他
　　於；有明コロシアム）
◎舞台版「世界のどこにでもある、場所2」　衣裳
　（舞台版　作、演出；大関真(SET）　出演；豊永利行、紅葉美緒、ムラタメグミ、松村真知子、なすび
　　山口麻衣加/他　於；下北沢　駅前劇場）
◎「EVE～歴史の傍観者～2012」　衣裳
　（作、演出；トクナガヒデカツ　出演；鎌田奈津美、倉貫匡弘、齋藤ヤスカ、河原田巧也、大友さゆり
　　とっきー/他　於；中野　中野「ザ・ポケット」


