
■趣味: 車、料理、裁縫、アニメ、
マンガ、イラスト

■特技: 口におせんべいが横に入ること
人と仲良くなる事

細かい作業

■Instagram：rurina786

NEW

・2020年 レインボータウンFM Tokyo More + ゲスト出演

・2020年 カールカナイゴルフ広告モデル出演

・020年 MCDjapan広告モデル出演

・2020年 MUSIC CIRCUS大阪2020 ファッションショーモデル出演

・2020年 Star Girls Collection 審査員 出演

・2021年 劇場公開映画 日ノ本ノ女子 夢華役出演

・2021年 関西コレクション 2021S/S ゲストモデル出演

・2021年 ドラマ「魔祓い」桜役 出演

RURINA

瑠璃奈

１９９５．８．５

H 172 B79 W57 H83 S24.5

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6－23－4 桑野ビル2F
Tel: 03-6775-9495   Fax: 03-6775-9496

Mail: info@blancheur-casting.com

http://blancheur-casting.com

株式会社ブランシュール









経歴

[Magazine]

・小学四年生（小学館）読者モデル
・小学五年生（小学館）読者モデル
・小学六年生（小学館）読者モデル
・ラブベリー（徳間書店）専属モデル
・JILLE（双葉社）レギュラー

・CUTiE（宝島社）専属モデル
・PS（小学館）
・mina（主婦の友社）
・Cheese（小学館）
・振袖記念日（主婦と生活社）

・振袖大好き（別冊家庭画報）（世界文化社）
・Girlsism（リイド社）
・SHEL'TTER (BAROQUE JAPAN LIMITED)
・Zipper（祥伝社）
・KATY （トランスメディア社）専属モデル 創刊時、No. 4 表紙

・Gina（ぶんか社）
・JELLY（ぶんか社）専属レギュラー
・やせるJELLY
・盛れるJELLY
・スナップJELLY

ＨＲ
・Soup レギュラーモデル
・通販サイト Embellish. 
・女性ファッション誌「PiNuP」レギュラーモデル、8月号、11月号、12月号
・女性ファッション誌 jiggy 

・スマホマガジン MiRu
・anan ヘアカタログ
・女性ファッション誌「HIP」創刊号～レギュラーモデル
・情報雑誌 るるぶ 表紙および巻頭モデル出演
・女性ファッション雑誌 SHeレギュラーモデル出演

[SHOW]

・東京ガールズコレクション SPRING/SUMMER（ブランド）CECILE McBEE、
・ w-inds&CECILE McBEEコラボステージ
・MIKIO SAKABE 秋冬コレクション 出演
・原宿スタイルコレクションSpring ゲストモデル出演

・earth music&ecorogy 10th anniversary show ランウェイモデル出演
・Color-i Collection Vol.3,Color-i Collection Vol.4, Color-i Collection Vol.6
・東京ガールズコレクション AUTUMN/WINTER ランウェイモデル出演
・LAFORET FASHION WEEK VOGUE girl ファッションショー モデル出演
・渋谷女祭り meets SHIBUYA GAL FESTIVAL ランウェイモデル出演

・・GirlsAward AUTUMN/WINTER ランウェイモデル出演
・「Canon IXY 600F×Samantha Thavasa Petit Choice」クリスマスガールズパーティー
・BREAK GIRLS FESTIVAL at 赤坂BLITZ
・関西コレクションA/W ランウェイモデル出演



[SHOW]

・Color-i J-POP GIRLS SPRING LIVE in YOKOHAMA ゲストモデル出演

・Color-i J-Rock SPRING LIVE ゲストモデル出演
・SHIBUYA109 Girls Festival ゲストモデル出演
・ASIAN WIND-COOLCORE-J presents Color-i J-POP GIRLS SUMMER LIVE vol.2
・関西コレクションss ランウェイモデル出演
・関西コレクションaw ランウェイモデル出演

・Rose Girls Festival ゲストモデル出演
・Color-i Collection in 横浜BLITZ ゲストモデル出演
・元気玉ファッションショー ゲストモデル出演
・イズモミスコレ ゲストモデル出演
・Color-i PET  Collection ゲストモデル出演

・東京ガールズコレクション RODEO CROWN ゲストモデル出演
・TOKYO  RUNWAY SPRING/SUMMER RUNWAYモデルとして多数ブランド出演
・Tokyo Fashion Collection ゲストモデル出演
・Japan Music Festival ゲストモデル出演
・DREAM FESTIVAL ゲストモデル出演

・関西コレクション ランウェイモデル出演
・関西コレクションSS ランウェイモデル出演
・ 総曲輪コレクション ランウェイモデル出演
・関西コレクション A/W ゲストモデル出演
・関西コレクション S/Ｓ ゲストモデル出演

・東京ストリートコレクションin渋谷 ゲストモデル出演
・東京ストリートコレクションin渋谷 ゲストモデル出演
・Tokyo Girls RUNWAYゲストモデル出演
・Tokyo Christmas Collectionゲストモデル出演
・関西コレクションA/W ランウェイモデル出演

・東京ストリートコレクションA/W ランウェイモデル
・関西コレクションS/S ランウェイモデル出演
・東京ストリートコレクションS/S ランウェイモデル
・関西コレクションA/W ランウェイモデル出演
・関西コレクションS/S ランウェイモデル出演

・東京ストリートコレクション2019S/S ランウェイモデル
・2019SHIBUYA Girls RUNWAY ゲストモデル出演
・2019SHIBUYA MUSIC AWARD ゲストモデル出演
・2019芸能ドラフト会議 ゲストモデル出演
・関西コレクション2019A/W ランウェイモデル出演

・ガールズアワード2019A/W ランウェイモデル出演
・2019年11月 痛車天国 in 大阪万博 ゲスト審査員出演
・2020年 MUSIC CIRCUS大阪2020 ファッションショーモデル出演
・2020年 Star Girls Collection 審査員 出演
・2021年 関西コレクション 2021S/S ゲストモデル出演
・2022年 GAP winter collection2022大阪
・2022年 GAP winter collection2021東京
・2022年 ミュージックサーカス福岡2022（Paypayドーム）ランウェイモデル（BOY LONDONステージ）



[Brand&Catalogue]

・RODEO CROWNS FALL&WINTER (BAROQUE JAPAN LIMITED) 1冊ピン出演
・・Joyful Eli振袖カタログモデル（ジョイフルまるやま）
・ニッセン Smile Land,Girls Brunch（ニッセン）
・haco.×JILLEスタイリングノートvol.3 (haco)
・・EGOIST AUTUMN COLLECTION (EGOIST) GR、ポスターもすべて
・ニッセン Girls Brunch vol.7（ニッセン）
・ニッセン Girls Brunch vol.10（ニッセン）
・ツカモト振袖カタログ
・ジョイフルまるやまぷりずむ館カタログ
・鈴乃屋振袖カタログ
・鈴乃屋レンタル袴カタログ
・X-nixスノーボードウェアカタログ、ＧＲ
・ニッセン ビューティ部門カタログ
FLAG-J
・Mimalux Japan イメージモデル（年間契約）
・Antie Rosa ブランドイメージモデル
・ニッセンカタログ 「Slattgir」秋号冬号モデル
・ネイルサロン(B.S BEAUTY )イメージモデル
・スキンケアコラボ商品モデル
・2020カールカナイゴルフ広告モデル出演
・2020MCDjapan広告モデル出演

[TV]

・NHK BS-Hi 「TOKYO GIRLS COLLECTION SPRING/SUMMER」
・フジテレビ 「めざましテレビ」 イマドキ
・TBSテレビ 「雨上がり決死隊のニッポン丸ごと20年史」
・WOWOW「シャルルの針」
・TVK 「夢かなうまで２」
・テレビ埼玉「Gogo Tama ごごたま」
・千葉テレビ「ネクストブレイク」メインMC
・千葉テレビ 土曜日昼ドラマ「ヒーローはいつも眠っている」
・千葉テレビ 土曜日昼ドラマ『≠ノットイコール』
・千葉テレビ 土曜日昼ドラマ 『必要のない人』
・パーツエクステ dazap プロモーションVTR
・ 1クール 千葉テレビ ドリームセブン MC出演
・MUSE9 レポーター(千葉テレビ)

[Movie]

・TOKYO GIRLS COLLECTION SPRING/SUMMER 3D THE MOVIE
・2021年 劇場公開映画 日ノ本ノ女子 夢華役出演
2021年 ドラマ「魔祓い」桜役 出演

[ラジオ]

・ラジオ日本「ラジカントロプス2.0」ゲスト出演
・ラジオ日本「峰竜太のミネスタ」ゲスト出演
・ラジオ日本「ヨコハマラジアンヌスタイル」ゲスト出演
・レインボータウンFM 「ラジオですいません」ゲスト出演
ベイFM「THE PRESENTS」ゲスト出演
・レインボータウンFM「ラジオですいません」（毎週日曜日レギュラー出演）
・魚住つばきのAngler‘s lover（FM市川うらら）ゲスト出演
・ラジオ日本「ハローマイレディオ」ゲスト出演
・ ラジオ日本「60TRY部」ゲスト出演
・2020年8月レインボータウンFM Tokyo More + ゲスト出演

[舞台]

・川太郎の恋 原子役
・あなたに贈るキス 青木美玲役


