MICO MAI
Education
2005 カナダ NDSS⾼校 卒業
2008 アメリカ Centenary University 留学
2012 ロンドン Central Saint Martins - University of the Arts London、BA Performance Design 卒業

映画の⾐装製作中

映画撮影中

オペラの⾐装セット製作中

Theatre
2011 ロンドン Fruit For The Apocalypse ⾐装 Common Sounds

ロンドン Cochrane Theatre 舞台美術 Elementary Affray

⽔の精のシーン

⽔と⽕のバトルシーン

⽕の精のシーン

⽕の精の⾐装デザイン

2012 ロンドン English Pocket Opera Company 舞台美術 演出 青ひげ公の城オペラ 宝物庫

夕⽅の妻役（ダンサー）

宝物庫シーン

カーテンコール

2017 国⽴劇場 扇デザイン 地唄舞 花崎流 花崎紗さ ⼣顔

2019 国⽴劇場 着物、扇デザイン 地唄舞 花崎流 花崎紗さ 鉄輪

着物に墨で黒⿓を描いた。別れた夫を呪う⼥性の情念と美しさも作品の中で表現されている。
Culture Activities
2016 弁才天仏画 & 舞 & ⾳ 奉納/ 弁才天/ 奉納作品 仏画『Origin ~ 原点 ~』& 舞 by MICO MAI ・音『Benten』 レコー
ド⼤賞2度受賞 ⾳楽プロデューサー YANAGIMAN & 演奏家 滋賀県初のユネスコ無形⽂化遺産 しゃぎり/ 滋賀 ⽵⽣島
宝厳寺

Yanagimanとトークショー

奉納舞

奉納者集合写真

2017 ⼀対の瀬織津姫の姿絵 & 舞 奉納/ 瀬織津姫/ 奉納作品『じねん』 ~⽕の瀬織津姫 ~
~⽔の瀬織津姫 ~/ ⼭形 出⽻三⼭神社 ⼤聖坊

⽕の瀬織津姫

出⽻三⼭神社の奉納

聖地『濁沢』へ滝⾏

⽔の瀬織津姫

作品お披露⽬⽇にロベルト・カバリCEOと出会う

⼀枚のイラストから奉納がスタート

数年後にロベルト・カバリCEOとミラノで再開

⽇本パスツール協会 チャリティー・ガラ・パーティー 作品寄付/ 帝国ホテル東京

百合⼦さんが私へ作品をオーダーできる券を競り落とした

黄⾦瞑想 受け継ぐ/ 黄⾦瞑想 in English/ ロンドン・ニューヨーク・イスタンブール・エクアドル・東京

ロンドンのイベントで瞑想

東京にて瞑想

ロンドンにて瞑想

2018 上映会 & トークイベント/ 出⽻三⼭奉納ドキュメンタリー映画じねん/ 全ての収益を⽻黒⼭⼤⿃居建て替えに寄
付/ Galaxy 東京
瀬織津姫 に映画 & 舞 奉納/ 奉納作品 ドキュメンタリー映画『じねん』& 舞 by MASAYO & MICO MAI/
⼭形 出⽻三⼭神社

映画お披露⽬会

映画のポスター

奉納舞

2019 上映会 & 舞 & トークイベント/ 出⽻三⼭奉納ドキュメンタリー映画じねん(英語字幕付き)/ 東京ウィメンズプラザ

上映会

舞

ボツワナ⼤使館 作品寄贈/ 命は巡る ~ Circle of Life ~/ ボツワナ⼤使館 東京

ボツワナの旅

ボツワナ⼤使

作品

2020 弁才天へ舞 奉納/ ⼤辨才天/ ⽵⽣島 宝厳寺/ Infinity Performance by MASAYO & MICO MAI

Art Event
2016 Japan Expo オリジナル商品出店/ THE MICO CASTLES/ パリ

THE MICO CASTLESのブースwithはるな愛さん

舞

2019 ⽇仏経済交流会主催/スピーカー 25ans、リシェス編集局⾧ ⼗河ひろ美⽒ & ゲスト MICO MAI/ ENEKO東京
http://www.parisclub.gr.jp/event/2019-07-15-2.html

個展スペース

⼗河編集⾧とMICO MAI

トークイベント

2021 Four Seasons Hotel Tokyo at Otemachi 個展 Floral Fantasy & Art of Flower Talk Event
ゲストスピーカー ハースト・デジタル・ジャパン ラグジュアリー メディア グループ

編集局⾧

兼

リシェ

ス編集⾧ ⼗河ひろ美⽒

展⽰会 SUNPHOENIX Salon in 東京
2013 Sanctuary展
2014 Chandra展/ Ludique展/ ⽉と太陽の調べ展
2015 春の⼥神展/ 美⼈画展/ Ancient Beauty展
2016 春をいざなう展/ Your Princess展/ 魅惑のエメラルド展/ 弁才天展
2017 瀬織津姫展
2018 西と東の卑弥呼展/ 私だけの⾚い薔薇展
2019 The Venus展/ Venus of Love展
2020 Higher Self展/ LOVE展/ 鳳凰の魂展/ 薔薇姫展

Title: Floral Fantasy

SUNPHOENIX SALON in Akasaka

ブラックライトバージョン

Film
2012 ダンス短編映画/ Serolis of the Red Eyes/ ロンドン/ 監督 美術

プラスティックのドレス

戦いの⾐装デザインとシーン

2018 出⽻三⼭奉納ドキュメンタリー映画/じねん/ ⼭形、東京
2020 ⽵⽣島 宝厳寺 奉納ドキュメンタリー映画/ ⼤辨才天/ 滋賀

⽬覚めのシーン

