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特                 技

@dpandaramu :31万フォロワー

☆ネット界から舞い降りた次世代型タレント☆ 

ネット世代の若者たちから話題沸騰中！！ 

2nd写真集「pieni」 
2020年10月20日発売！ 
 
2021年版カレンダー 
 2020年11月発売！ 
 
最新DVD&Blu-ray  
2021年1月15日光文社より発売！ 
 
トレカ 2021年2月23日発売！ 

：1997年7月31日 
：埼玉県 
：148cm
：B90cm W58cm H80cm S22.5cm 
：A型
：旅行・映画鑑賞・ TV ネットゲーム全般・野球・ソフトボール
　スキューバダイビング・ギター・ドラム
：動画の編集・イラスト・情報処理 2級・珠算電卓実務２級
　簿記３級・ビジネスマナー基礎・商業経済・体動かす事

ヒョウモントカゲモドキ・フトアゴヒゲトカゲ・フクロモモンガ 飼育中!!

@dpandaramu :8.4万フォロワー

@ramu.tiktok :15.9万フォロワー

[RaMu] :登録者数22.2万人
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【出演経歴】 
【TV出演】  
・フジテレビONE「Tokyo e-Party!」9月20日OA
・AbemaTV「WINTICKETミッドナイト競輪」9月8日OA 
・テレビ東京「ナナナ マリーナ オンラインフェス2020 feat.新shock感」9月5日OA
・フジテレビONE「Tokyo e-Party!」7月17日OA
・日本テレビ「スクール革命」6月7日OA
・テレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」4月19日OA
・日本テレビ「ヒルナンデス！」4月15日OA
・フジテレビONE「いいすぽ！」4月4日OA
・フジテレビONE「オールナイトe! season4」3月21日OA
・フジテレビONE「Tokyo e-Party!」3月20日OA
・フジテレビONE「コスコスプレプレ 台湾編」2月27日OA
・フジテレビONE「オールナイトe! season4」2月21日OA
・フジテレビONE「コスコスプレプレ」12月27日OA
・フジテレビONE「いいすぽ！」12月22日OA
・フジテレビONE「オールナイトe! season3」12月20日OA
・フジテレビONE「いいすぽ！」サムライスピリッツ編
・TBS「カイモノラボ」
・フジテレビ「林修のニッポンドリル」9月25日OA
・フジテレビ「梅沢富美男のズバッと聞きます！」8月28日OA
・フジテレビONE「オールナイトe！ ♯2」7月26日 生放送
・TBS「キニナル金曜日」7月26日OA
・TBS「有吉ジャポン」素材提供 7月26日OA
・テレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」7月22日、29日OA
・フジテレビONE ガールズチャンピオンボーリング2019 4月OA予定
・フジテレビONE 兵動・野爆のキャンピング王国 3月24日OA
・フジテレビONE オールナイトe！ 5時間ゲーム生放送！ 3月15日OA
・フジテレビONE 極雀 2月18日OA
・BSフジ 橋下マナミのヨルサンポV 2月7日、2月14日OA
・ひかりTV おふろやさん日和 第2話・第8話 主演
・フジテレビONE 実話怪談倶楽部
・フジテレビONE 極雀 2019年2月OA
・フジテレビONE「ドリームシリーズボーリング」11月27日OA
・日本テレビ「ヒルナンデス!」
  11月7日、12月26日、1月9日OA、2月6日、3月27日OA
・日本テレビ「真夜中の保健室」10月23日 OA VTR出演
・フジテレビONE 実録！野生の爆走王国(7月31日 24:00～)
・フジテレビ いいすぽ！(6月13日放送)
・BSスカパー! BAZOOKA!!!(6月4日OA)
・CBC 本能Z (5月30日OA)
・ＭX ブレイク!! 
(5月8日、5月15日、5月22日、5月29日 24:00～放送予定)
・BS-TBS トーキョーミーム (4月11日放送) レポーター
・MX ぞくり。 主演 (放送日未定) 
「戦慄女子 シャワー女編」主演!!「戦慄女子 霊にモテる女」主演!!
・テレビ朝日 マツコ＆有吉 かりそめ天国(2月28日23:15～)
・フジテレビONE 小籔大説法(2月25日22:00～)
・RKB特番 芸能人の自宅で解決！よゐこのお悩みバスターズ
(2月24日OA)
・フジテレビ 爆笑ヒットパレード(1月1日 10:30～)
・フジテレビ オワラボ(12月29日23:00～)
・TBS 有田ジェネレーション (10月18日OA 10月25日OA)
・フジテレビONE いいすぽ!
・フジテレビONE 極雀
・テレビ東京 ゴッドタン 10月14日OA 
・エンタメ～テレ 戦慄女子「シャワー女編」(9月12日OA)
・フジテレビ 新しい波24 9月11日OA
・フジテレビ #ハイポール(8月3日放送)
・フジテレビONE カスタム野郎Cチーム #1.#2
・テレビ東京 勇者ああああ
～ゲーム知識ゼロでもなんとなく見られるゲーム番組～
・フジテレビ 良かれと思って!
・フジテレビONE 超つば九郎タイムス #1.#2
・テレビ東京 深夜に発見！新shock感〜一度おためしください〜
・フジテレビ 鎧美女　#28　　歴史と甲冑の“紐を解く
・フジテレビONE コヤブガチピン写真館
・フジテレビ ♯ハイ_ポール
・テレビ東京 ポンコツさまぁ〜ず
・MX  ラッピーブラッピー
・MX アプリ先生
・CS 女神降臨
・CS 紅白オカルト合戦
・MX  ぞくり。6
・地方ローカル(RKB) 渡辺直美の幸せ相談所
・MX  Re:CREATORS(レクリエイターズ)　第11話「軒下のモンスター」

テレビ朝日  マツコ＆有吉  かりそめ天国

フジテレビONE 小籔大説法

フジテレビONE 小籔大説法

フジテレビ いいすぽ！

CBC 本能Z 



マグニファイエンタテインメント株式会社  
〒150-0002  東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル 10F   TEL:03-6277-5403 
Manager：関口　MOBILE:080-6670-1017   Mail：sekiguchi@magnify.co.jp
Manager：大待　MOBILE:080-3030-4515   Mail：omachi@magnify.co.jp 

・各配信媒体「ネットで噂のヤバいニュース超真相～UFO座談会～」 
・BSスカパー！「俺たちアメコミリーグ～激アツ！海ドラ＆映画教えます！SP～」 
・ABCラジオ「シネマンションラジオSP映画音楽特集」 
・YouTubeLIVE、ニコニコ生放送「異境転生：キズナ ～ゲーム外でも君に会いたい～」絆を深める公式生放送
・各配信媒体「ネットで噂のヤバいニュース超真相～ツチノコ神社の呪い～」 
・YouTube「ゴー☆ジャス動画」
・YouTubeLIVE「AKRacing×ONEPIECE 組立て配信♯9」
・オープンレック「ロッシーのたまご」
・オープンレック「荒野55GO!」
・ニコニコ生放送「IDEL HEROES」
・ニコニコ生放送「スクラップ・ラッシュ！！ まさかの潰し合い生放送」
・フジテレビオンデマンド「ゲストメイプル超合金」
・YAHOO!「ワイキュー」ライブMC
・オープンレック「シャドバスアカデミー」
・ニコニコ生放送「放置少女」クリスマス配信
・オープンレック「人狼ゲーム 牢獄の悪夢 お正月スペシャル」
・オープンレック「11月２３日 RAGE」裏実況チャンネル
・TBS KONAMI ウイニングイレブン2018 アジア大会国内配信
・LINELIVE テレビ東京 世界ソフトボール選手権 生配信
・AbemaTV DDTの木曜TheNIGHT
・AbemaTV ヒットゲームライブ!
・ペリスコープ 教えて! ノブナガ(6月29日 21:00生放送)
・BeeTV トゥルルさまぁ～ず(6月25日OA)
・AbemaTV DT TV(1月26日 OA)
・AbemaTV おぎやはぎの「ブス」テレビ(11月20日 1月15日 21:00～OA)
・AbemaTV バカリズム地獄(12月22日放送回)
・AbemaTV 72時間ホンネテレビ 【稲垣五郎 もしもの結婚式】
・ヒカリTV　 モデルプレスナイト
・AbemaTV 篠崎愛の初体験ラボ(10月配信)
・AbemaTV 篠崎愛の初体験ラボ(8月配信)
・AbemaTV 篠崎愛の初体験ラボ#58～HカップRaMuと春の体力測定対決！
・AbemaTV 出てみない⁈♯2
・AbemaTV テレビじゃ教えてくれない！業界裏教科書 ３回出演
・AbemaTV オタ恋♯45
・AbemaTV 坊主麻雀 出演：堀江貴文さん、井川意高さん、中野浩一さん、貴闘力さん
・AbemaTV ~タカオアトシ~♯18
・AbemaTV タカトシのバラエティだろ～が！！
・AbemaTV １０人の売れたい女vs鈴木拓♯6
・AbemaTV 横澤夏子のいい女しか出ないTV
・AbemaTV 芸人改造計画

【配信番組】 

【写真集】 
 

・ 2nd 写真集「pieni」(2020.10.20) 出版社：光文社
・ 1st 写真集 「らむね」 (2017.7.28)  出版社：秋田書店
・ あおりモーション(2018.5.31) 出版社：玄光社
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・アサ芸  Secret!(12月3日発売号  グラビア掲載 )
・FLASH(8月4日発売号  表紙掲載 )
・FLASHダイアモンド (7月20日発売号  表紙掲載 )
・EXMAX(6月25日発売号 )
・週間プレイボーイ (6月22日発売号  企画ページ掲載 )
・EXMAX!(5月25日発売号  表紙掲載 )
・週刊プレイボーイ (5月25日発売号 )
・週刊大衆 (5月25日発売号  表紙掲載 )
・週刊大衆 (5月18日発売号 )
・月刊エンタメ (4月30日発売号 )
・週刊FLASH特大合併号 (4月28日発売号  企画ページ掲
載)
・週刊SPA!(4月28日発売号  企画ページ掲載 )
・EXMAX(4月25日発売号 )
・週刊実話 (4月9日発売号  表紙掲載 )
・アサ芸シークレット (4月3日発売号  グラビア掲載 )
・ヤングキング (1月27日発売号  表紙掲載 )
・ピースコンバット (1月27日発売号  表紙掲載 )
・EXMAX!DELUXE(2020早春特大号  表紙掲載 )
・姉セーラー Vol3
・ラヴァーズ EX（12月11日発売号  表紙掲載）   
・週刊アサヒ芸能（ 12月3日発売号  表紙掲載）  
・月刊ENTAME（11月30日発売号  表紙掲載）  
・EXMAX special(11月11日発売号  表紙掲載 ) 
・FLASH（10月発売号  企画ページ掲載）
・EXMAX(8月発売号  表紙掲載 )
・週刊実話 (8月発売号  表紙掲載 )
・サイゾー (8月発売号  表紙掲載 )
・週刊プレイボーイ (7月29日 発売号 )
・ヤングキング (7月発売号  表紙掲載 )
・近代麻雀 (8月発売号 )表紙掲載
・キスカ (8月発売号 )表紙掲載
・週刊プレイボーイ (7月発売号 )グラビア掲載
・ヤングキング (7月8日発売号 )表紙掲載
・FLASH(4月2日 発売号 )表紙掲載
・ヤングチャンピオン (2月26日 発売号 )表紙掲載
・ヤングキング (1月15日 発売号 )巻頭グラビア掲載
・週刊実話 (12月13日 発売号 )表紙掲載
・月刊サイゾー (11月19日 発売号 )グラビア掲載
・週刊大衆 (11月19日 発売号 )表紙掲載
・ヤングチャンピオン (10月23日 発売号 )表紙掲載
・EXMAX(9月26日 発売号 )表紙掲載
・Gooバイク (8月17日 発売号 )表紙掲載
・週刊実話 (8月9日発売号 )表紙掲載
・月刊エンタメ (7月30日発売号 )
・ヤングマガジン (7月9日発売号 )巻末グラビア掲載
・サイゾー (6月18日発売号 )表紙掲載
・増刊ラヴァーズ (6月18日発売号 )表紙掲載
・ヤングチャンピオン (6月12日発売号 )表紙掲載
・週刊プレイボーイ (6月11日発売号 )グラビア掲載
・REPFUN(5月7日 発売号 )ペットと共演！
・ヤングガンガン (5月2日 発売号 )グラビア掲載
・大衆ヴィーナス (5月1日 発売号 )表紙掲載
・ブブカ (4月28日 発売号 )グラビア掲載
・漫画アクション (4月17日 発売号 )グラビア掲載

【雑誌】 
・週刊大衆(4月16日 発売号)グラビア掲載

・ラヴァーズ(4月16日 発売号)グラビア掲載

・近代麻雀(4月15日 発売号)表紙掲載

・EX大衆(4月13日 発売号)グラビア掲載

・週刊実話(4月12日 発売号)表紙掲載

・キスカ(4月7日 発売号)表紙掲載

・FRYDAY(3月23日 発売号)
・ヤングマガジン(2月26日発売号)巻末撮り下ろし掲載

・FLASH(2月27日発売号)
・GetNavi(2月24日発売号)
・ヤングチャンピオン烈(2月20日発売号)表紙掲載

・週刊プレイボーイ(2018.2.10発売号)
・週刊SPA! グラビアン魂(12月19日発売号)
・週刊大衆ヴィーナス(12月18日発売号)表紙掲載

・ヤングアニマル(12月8日発売号)表紙掲載

・週刊プレイボーイ(2017.11.27発売号)
・別冊ヤングチャンピオン(2017.11.7発売号)表紙掲載

・モトモト(2017.11.6発売号)表紙掲載

・月刊エンタメ(2017.10月発売号)
・アームズマガジン(2017.10月発売号)表紙掲載

・B.L.T(2017.9月発売号)
・ヤングアニマル (9月予定)表紙掲載

・ヤングチャンピオン (2017.7.11)表紙掲載

・モトモト (2017.7月号)表紙掲載

・週刊実話 (2017.7月号)表紙掲載

・ヤングアニマル嵐 (2017.6.2発売号)表紙掲載

・アツ姫 (2017.6月号)表紙掲載

・driver (2017.6.20)表紙掲載

・SAMURAI ELO(2017/5月号)
・週刊プレイボーイ(2017.5.8)
・ヤングマガジン(2017.4.10)
・ヤングチャンピオン「烈」（2017.4.11）表紙掲載

・ヤングチャンピオン（2017.4.10号）

・ミスアクション（2017.4.4号）

・キスカ（2017.4号）表紙掲載

・FRIDAY(2016.12.2号)
・カスタムCAR (2016.12月号)表紙掲載

・週刊SPA (2016.11.29)
・週刊大衆 (2016.11月号)表紙掲載

・MAMORU (2016.11月号)表紙掲載

・ドカント (2016.10月号)表紙掲載

・GIRLS-PEDIA (2016 summer)
・週刊プレイボーイグラビアスペシャル増刊（2016.9.10増刊号）

・ヤングアニマル（2016.8.26号）

・月刊サイゾー（2016.6月号）辛酸なめ子氏との対談記事掲載

・週刊プレイボーイ（2016.4.4号）（2016.6.20号）

・ヤングガンガン（2016.5.20号）

・キスカ（2016.5月号）

・別冊ヤングチャンピオン(2016.4.10増刊号)
・ヤングキング(2016.3.21号)
・ヤングジャンプ(2016.3.3号)
・アサヒ芸能 (2016)表紙掲載

・circus max・circus max sp(2016・2017 6.27)表紙掲載

・Febri(vol.39)
・少年ジャンプ

☆ 第5回 2016年活躍した「プロが選ぶアイドルDVD賞」で『 新人賞 』 受賞 ☆ 
☆ 2017「週刊プレイボーイ編集部が選ぶ 次世代ボイン番付」で『 東の横綱 』 に！ 
☆ 2017「週刊プレイボーイ編集部が選ぶ グラビアミニマム番付」で『 東の横綱 』 に！☆ 
☆ 2019「週間プレイボーイ編集部が選ぶ グラドルボーイッシュ番付」で『東の横綱』に！☆  

・ 1st DVD  「はじめてのRaMuずっきゅん」  　　              　　          発売メーカー：イーネット・フロンティア
・ 2nd DVD 「RaMu&peace」　　 Bluｰray同時発売                         発売メーカー：イーネット・フロンティア
・ 3nd DVD 「RaMu Story」 　　 Blｰray同時発売                         発売メーカー：イーネット・フロンティア
・ 4th DVD 「ふくらむ」       　　 Bluｰray同時発売                         発売メーカー：竹書房 
・ 5th DVD 「R-19」　　　　 　　　Bluｰray同時発売 　　　　 　　　　　　　 発売メーカー：ラインコミュニケーションズ
・ 6th DVD 「ラムネード」　  　  Bluｰray同時発売 　　　　 　　　　　   　発売メーカー：ラインコミュニケーションズ
・ 7th DVD 「A-RaMu」　 　　　　Bluｰray同時発売 　　　　　　　　 　      発売メーカー：竹書房
・ 8th DVD 「ラムチョップ!」 　　Bluｰray同時発売 　　　　 　　　　　     発売メーカー：ラインコミュニケーションズ
・ 9ｔｈ DVD「RaMu latter」        Bluｰray同時発売 　　　　 　　　　　     発売メーカー：イーネット・フロンティア
・ 10ｔｈ DVD「RaMuまみれ」 　　　Bluｰray同時発売　 　　　　　　　　　 　 発売メーカー：光文社
・ 11ｔｈ DVD「Aloha nui loa」 Bluｰray同時発売　　　　　　　　　　　 　発売メーカー：ラインコミュニケーションズ
・ 12tｈ  DVD「Plum」　　　　　　　 Bluｰray同時発売　　　　　　　　　　　　 発売メーカー：エスデジタル　　　
・ グラドル学園 心霊写真部　 今野杏南、清水あいり、ＲａＭｕ    発売メーカー：スパイスビジュアル　
・ 映画【咲-Saki-阿知賀編】　   白糸台高校２年 渋谷尭深 役　　 発売メーカー：Vap
・「RaMu」トレーディングカード 7月20日 発売決定　　　　　　発売メーカー：光文社
・RaMu～2020～トレーディングカード 2月15日発売　　　　発売メーカー：ヒッツ

【DVD・トレカ作品】 



マグニファイエンタテインメント株式会社  
〒150-0002  東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル 10F   TEL:03-6277-5403 
Manager：関口　MOBILE:080-6670-1017   Mail：sekiguchi@magnify.co.jp
Manager：大待　MOBILE:080-3030-4515   Mail：omachi@magnify.co.jp 

【 LINELIVE公式チャンネル＆レギュラー放送】 
・シネマンション メインMC (旬な映画情報をお届けするYouTubeチャンネル)
・水曜日のシャドウバース (オープンレックチャンネル 木曜日20:00～22:00)
・AKレーシングプレゼンツ 月イチ ゲーム生配信 
・君と僕の絶対時間(AbemaTV アベマラジオ 土曜日20:00～23:00)
・スカパー！ハム式チャンネル(スカパー！で配信される番組の魅力を不定期放送)
・JTBとらべるTV レギュラーMC(シーズン毎の不定期放送)
・シャドバ登竜門 レギュラーMC(オープンレックチャンネル 隔週木曜日20:00～21:30)
・ゲーマーズウォー メインMC (AbemaTV ゲーム公式チャンネル ウルトラゲームス内 毎週火曜 22:00～24:00)
・RaMuの初体験ずっきゅん♡ ぶんか社 EXMAX連載コラム 
・〇〇と遊ぼう　・朗読ソフレ　・MIX LIVE

・【真剣】アキラ100％のネタを全力でやってみた。 再生数[971万回]
https://www.youtube.com/watch?v=RVyumGbarNU
・一時間でバク転できるようになりたいーーーー！！！ 再生数[200万回]
https://www.youtube.com/watch?v=9EFTXRJuVas
・RaMu×NG未公開映像【アキラ100%等】 再生数[109万回]
https://www.youtube.com/watch?v=S-n9z3dwtks

【イベント・モデル】 

【映画・ CM 】 
・日本電産株式会社Nidec WebCM
・ 【咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A　渋谷尭深 役】　2018年 公開中!
・ 【SNK／キングオブファイターズ98(スマホオンラインゲーム)】 ※8月25日～11月24日 1クール

・東京コミコン2020 pretty noob 出演！
・DFC Dead by Daylight大会 vol.5 大会MC
・シャドウバース世界大会 公式リポーター
・TOKYO COMIC CON スカパーブース出演
・東京ゲームショー2019 AKレーシングブース出演
・SNK「サムライフェス」アシスタントMC
・東京ストリートコレクション2019 ランウェイモデル
・秋葉原 eスポーツイベント「E-GST～格ゲーやろうぜ～」メインMC  
・渋谷クラブクアトロ 映画「ハロウィン」×「Dead by Daylight」ブギーマンから逃げ切れナイト！
・YAHOO!「ワイキュー」公式放送 MC出演
・ANIPPON「うる星やつら」ラムちゃｎスリッポン 専属モデル

・闘会議2019 KONAMIブース出演
・アソビズム「城ドラフェスティバル in幕張」ゲスト出演
・SNKヒロインズTagTeamFrenzy公式ゲーム大会  MC
・うず祭り  うずカワコレクション  ファッションショー MC
・モテワンコンテスト 2018 トップワングランプリお笑い部門  審査員
・ 日本武道館【東京ボーイズコレクション】  ランウェイ出演！
・ サイゲームス「シャドバフェス !」有名プレーヤー枠  

【YOUTUBEチャンネル RaMu】

https://www.youtube.com/watch?v=RVyumGbarNU
https://www.youtube.com/watch?v=9EFTXRJuVas
https://www.youtube.com/watch?v=S-n9z3dwtks

