Ayano

■芸名

Ayano
■本名

石室屋

綾乃（Ishimuroya Ayano）

■誕生日
8月4日
■出身地
鹿児島県
■血液型
B型
■サイズ
身長 158cm B/84cm W/58cm

H/87cm

■趣味
冒険、ラクガキ、ウォーキング、ファッション
■特技
ダンス、振付、腕を振り回すこと、楽しいことを見つけること
■資格
第一種普通免許、ビジネス検定３級、医療秘書技能検定２級、英検３級

Ayano -23 歳の頃より、バレエ・ジャズダンスを始める。2002 年より
本格的にストリートダンスを始め、様々なイベントやダンスコ
ンテストに出演・優勝歴を持つ。
2007 年、LA にダンス留学後上京。ダンスアーティスト、振付
師を軸に、舞台女優・モデル・アクション俳優として活動中。
JANET JACKSON 来日記念イベント出演。
サンプラザ中野くん、山本リンダ、DJ KAORI、50TA(狩野英
考)、等アーティストの振付兼バックアップダンサー。
NHK 教育テレビ『デザインあ』デザインアテンダントとしてレギュラー出演。
Mr.color マジックアシスタント。アクションシーンの吹替。
集英社ジャンプショッププロデゥース『なりキりコレクションモデル』に選抜され、ONE PEACE のナミ役
に抜擢される。

works
【レギュラー出演中】
ニコ生公式 PIECE CHANNEL『アヤカン★ショッキングパンク！』メイン MC
隔週土曜日 12:00-13:00
http://sp.ch.nicovideo.jp/piece-eight

【メディア出演】
2012.2

○NHK 歌謡コンサート「山本リンダ」バックアップダンサー

2011.1

○日本テレビ 特番「アゲとか NIGHT」鈴木砂羽スクールメイツ

2009～2011

○テレビ朝日 「ロンドンハーツ」 50TA(狩野英考) perfect love 振付／出演

2011.10～12

○日本テレビ 木曜ミステリーシアター『秘密諜報員エリカ』
栗山千明アクションシーン吹替

2010

○NHK e テレ 「デザインあ」レギュラー出演

2008

○Janet Jackson 来日記念 EVENT DANCE SHOWCASE

出演

【CM】
2013.9

○Google Nexus7 :Dance with Students CM ダンス指導

2013.10

○Sony TVCM 原宿ガール役 出演

2012.9

○宝くじ CM Kento mori 出演

2012.2

○BIG CM(妄想編) 出演

2012.5

○マクドナルド ハッピーセット CM 振付 (スイーツウォッチ編)

2011

○ファッションブランド『Honeys』 CM 出演

2010

○十六銀行 CM 振付

Ayano -3【MC】
2013

○Ustream 番組『アヤカン★ショッキングパンク！』メイン MC
○オフィス★怪人社 LIVE MC／ダンス出演

2012

○『JEWEL BOX』@原宿 ASTRO HALL ファッションショー MC

【LIVE】
2013.10.4

○代官山コレクション 2013 solo dance show ゲスト出演

2013.8.17

○『CROSS BEAT SUPER LIVE 2013』 ＠横浜 BLITZ コレオグラフナンバー出演
DJ KAORI ダンサー/SKY-HI fromAAA コラボダンサー出演

2013.7.20

○『音霊』キマグレン主催

2013.5.11

○『NIKE GUNYARI BATTLE』TAKAHIRO ダンサー 出演

2012.10.18

○『エンタメ祭』@東京タワー SexttyA 出演 構成／振付

2012.3.20

○井出卓也ファーストフォトブック『すーぱーぐっど』発売記念 LIVE 振付／出演

2012.2.15

○フロムハンド ファッションショー『アナログ×デジタル』 モデルダンサー出演

2011～現在

○向谷実×サンプラザ中野『ONE for ONE～#ippyo のうた～』 ダンサー

2010

○『a-nation10'』 味の素スタジアム 50TA（狩野英孝） バックアップダンサー

海の家のライブハウス

コレオグラフナンバー出演

○サンプラザ中野くん『本マグロトロ太郎』ダンサー
2009

○SuG フェス 2009『Alternative POP Show～Vol.6』ダンサー

2005

○鳥肌実 講演会『ホップステップ玉砕』前座出演

【DANCE】
2012

○タカラトミー×大阪消防局 共同企画『セイバーミライ体操』 振付
○ego pression presents ダンス公演『からだだから』 腕 出演

2010

○原宿表参道『元気祭スーパーよさこい祭り 2010' 』審査員

2009

○NEXT MOVEMENT09'vol.4 ベストパフォーマンス賞 優勝
○FUNK TRAIN 主催 OLD SCHOOL BOOGIE SOLO DANCE CONTEST

優勝

○Ｇ-Night FUNKSTYLE SOLO DANCE BATTLE 優勝／審査員
○WDC オープニングショーケース 出場
・・・ダンスチーム女王蜂-Queeen Bee-で都内・外のダンスイベント多数ゲスト出演
2008

○JANET JACKSON 来日記念イベント
○鳥肌実 講演会『ホップステップ玉砕』前座出演

2005

○日本初 ON-LINE DANCECONTEST BATTLE 全国第三位
審査員特別コメンテーター賞 受賞
○DoCoMo 主催 『GR2』AMU 大会 優勝

2003

○京セラ ダンスコンテスト

優勝

Ayano -4【舞台】
2013.10

○ツラヌキ怪賊団『ねぇ、ヒルガオが咲いてるよ。
』
＠池袋シアターグリーン BIGTREETHEATER 出演／振付 村瀬 役

2013.4

〇音楽朗読劇『イキヌクキセキ』＠東京グローブ座

2013.1

○ツラヌキ怪賊団『リーゼント総理』＠中野ザ・ポケット

出演

出演／振付 ヒロイン親友・絵里 役
2012～現在

◯集英社ジャンプショップ主催『なりキりコレクションモデル』ONE PIECE ナミ役

2012.11

○カプセル兵団『からくりサーカス』＠笹塚ファクトリー 出演 オリンピア役

2012.07

○ぱるエンタープライズ『淑女のお作法』＠TACCS1117 出演／振付 大鳥居 役

2012.5

○ツラヌキ怪賊団『Beautiful Runner』＠サンモールスタジオ 出演／振付

2010～現在

○土井フェス『ドイストーリー』出演／振付

【ダンス指導】
ZEAL・MOVEMENT 等のダンススクールや、芸能事務所で Lesson をしてます。

access
■Official Facebook
https://www.facebook.com/pages/Ayano-Ishimuroya/358881640900016?ref=hl

■Ayano☆
Offical Web Site
http://www.onehearta.com

■Ameba Offical Blog
http://profile.ameba.jp/riblock/

■Twitter
https://twitter.com/Ayano_77_

■連絡先 （One Heart A）
080-7008-7047
ayano@onehearta.com

下地絵里 役

