SAKURA
モデル･ビューティジャーナリスト
Height: 174cm Bust: 86cm Waist: 60cm Hips: 86cm Shoes: 24.5cm

国内海外でファッションモデルとして活躍。(ベネトンワールドワイド他多数)
その後、ビューティジャーナリストへと活動の場を広げ、
優れたバランス感覚と感性で、ビューティ・ファッションからライフスタイル・ラグ
ジュアリーと、幅広い視点でSAKURA流の美を発信し続けている。
ウェブ・誌面の連載/インタビューやTVなど、メディア出演多数。
また、教育者という側面を持ち、
甲南女子大学にて「モード論」講義を10年間担当。
お洒落でかわいいものが大好き！ 数ある中から瞬時にかわいいものを見つけるの
が得意。 日本茶懐石料理歴7年で穴子もさばける腕前！
O型蠍座。

オフィシャルサイト： beautySAKURA <www.beautysakura.com>
@beautysakura

コラム

@beautysakura

@beautysakurabeauty

[ウェブ]
オフィシャルサイト「beautySAKURA」オリジナル·コンテンツ
オフィシャルブログ「SAKURAのキラキラ日記」
VOGUE Blog
IPSILON×Glam「日本美談会」エバンジェリスト連載
madame FIGARO.jp"SAKURAのビューティスィートルーム"(2008～2012)
[誌面]
「WWD Beauty」(INFASパブリケーションズ) "SAKURAのモード論"
「FIGARO japon」(CCCメディアハウス) "教えて!フィガロ·ビューティスト"(2013-2016)
「きれいの魔法」(NHK出版)"SAKURAのモードとビューティー"
シティリビング(関西)&ウェブにて連載「SAKURAのかわいい☆アンテナ」(2012)
産経新聞(大阪本社夕刊)"ビューティ進化論"(2008-2010)

記事インタビュー TOYOTA「Lexus」レクサスLS-600の店頭用カタログに対談出演(2012.10)
nikkei4946.com「私の日経の読み方」(2012.2)
エル·ジャポン／フィガロ／マダムフィガロ(仏)／VOCE／美的／クロワッサン／日経woman／GLOW／
anan／GINZA／グラッツィア／ビーズアップ／oggi／他多数

広告

ドトール"DOUTOR, It's My Time"
TOYOTAブレイド記事広告
他多数

TV

BS朝日情報番組「USスタイル」レギュラーナビゲーター(2010.10-2011.3)
BSジャパン「ビューティー通信」

講義

甲南女子大学 「モード論」講義 10年間 担当

トークショー

[ファッション]
シャネル／ロエベ／デビアス／ヨシエイナバ／他多数
[百貨店]
伊勢丹／大丸／西武／SOGO／高島屋／阪急／三越 他
[コスメ·ビューティ]
資生堂／シャネル／コーセー／ゲラン／ドゥ・ラ・メール／ボビーブラウン／他多数

出版

フェリシモDVD｢女優プログラム～きれいになるレッスン｣ 第7章"おしゃれレッスン"講師
ランピ文庫本｢プチ ランピ｣
｢ランピ! SAKURAの見つけたきれいのスパイス｣
ほか
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SAKURA 経歴
モデル歴

TV·ラジオ

ファッションモデルとして「anan」にてデビュー。
1990～1992年 スーパーモデル全盛期、パリ・ミラノにてベネトンキャンペーン
やヴォーグ他、コレクション出演などファッションモデルとして活躍。

BSジャパン「ビューティ通信」レギュラー 対談コーナー"SAKURA Style"担当(4年間)
テレビ朝日「スーパーモーニング」(からだ美人のコーナー)
TBSテレビ「ジャスト」(ファッション取材)
テレビ東京「Women Biz』(30分インタビュー番組)
NHKラジオ「ふれあいラジオパーティー」生放送ゲスト
東京FMラジオ「よんぱち」他·生放送ゲスト
J-WAVE「PRIME ANGLE」生出演レギュラー(1年間)
他多数

モデル･ビューティジャーナリストとしての主な仕事歴
1998 ・ 「anan」 (マガジンハウス )連載
『ＳＡＫＵＲＡビューティコラム』 (6年間)
2000 ・ 初著書『ランピ～ＳＡＫＵＲＡの見つけたきれいのスパイス』
初のＣＤ－ＲＯＭ付き（ギャップ出版）
2001 ・ ランピ文庫本『プチ・ランピ』
・ 「美的」(小学館)巻頭2p連載
「SAKURAのシティチャンネル」(～2003)
・ 「ｏｇｇｉ」(小学館 )タイアップ連載
・ 「コスモポリタン」(集英社)ファッション企画連載(～2002)
・ (株)トゥモローランド×SAKURA
ビューティーコラボ ・オリジナル商品販売(～2002)
2002 ・ 「美的」(小学館)連載
「SAKURAのブランドプロファイリング」(～2004)
・ アシェット婦人画報社×SAKURA×パークハイアット東京
”SAKURAブライダルプロデュース”
2003 ・ 毎日新聞社「毎日ウィークリー」連載
「Ｇｏ！Ｇｏ！ＳＡＫＵＲＡ」(1年間)
・ HOYUウエブサイト監修「虹色桜色」(4年間契約)
・ Yahoo Beauty企画連載「きれいのバックステージ」
(～2007/4年半)
・ ｅｆ（主婦の友社）「SAKURAのパーティインビテーション」
(2005/2年間)
2004 ・ オーストラリアシドニー・ニューサウスウエルズ州
政府観光局イメージキャラクター
・ Ｊ－ＷＡＶＥ『ＰＲＩＭＥ ＡＮＧＬＥ』
レギュラー・コーナー企画構成(１年間)
2005 ・ ガールズゲイト連載「SAKURA MAGAZINE」
現在「SAKURAのキラキラ日記」として連載中
2006 ・ 「ＧＩＮＺＡ」（マガジンハウス）連載
「SAKURAのビューティ・クルーズ」
・ ＢＡＩＬＡ（集英社）×トリンプ×SAKURA×読者
オリジナル・ブラ＆ショーツ制作＆販売
・ ファイザー・目薬「Visine」のキャンペーン出演&
オリジナルグッズ制作
・ ネイリスト協会専門誌「NAIL NEWS」連載
「SAKURA的流行指南」(～2007)
・ ディズニー公式モバイルサイト「style：id」連載
”SAKURAのビューティハイウェイ”(～2010)
2007 ・ 甲南女子大学·文学部·メディア表現学科にて
"ファッション論"講義スタート。
・ 「Ｆｅ-ＭＡＩＬ」ｗｅｂ連載「ＳＡＫＵＲＡの楽美大学」
2008 ・ 「WWD Beauty」タブロイド新聞
連載「ＳＡＫＵＲＡの今月のイチおし発表会!」
・ リクルート「ルージョ」連載
「ＳＡＫＵＲＡの東京ホテルサロン＆スパ紀行」(～2010)
・ 「madameFIGARO.jp」ウェブ連載
"SAKURAのビューティスィートルーム" (～2012)
2009 ・ 産経新聞(大阪本社版夕刊)連載
｢SAKURAのビューティ進化論｣(～2011)
2010 ・ 情報発信型オフィシャルサイト『beautySAKURA』
・ ウェブマガジン｢オウプナーズ｣連載
”SAKURAのトウキョウ･ビューティ･ライフ”連載(～2012)
・ IPSILON×Glamによるビューティ界のプロ集団
「日本美談会」結成。エバンジェリストの1人として連載中
・ (株)バスクリン blog連載｢SAKURAのつぶやきビューティ｣
・ BS朝日｢USスタイル｣にナビゲーターとしてレギュラー出演
2011 ・ 「きれいの魔法」(NHK出版)季刊連載
"SAKURAのモードとビューティー"(～2012.10)
2012 ・ 「シティリビング」(関西)連載
"SAKURAのかわいい☆アンテナ"スタート
・フェリシモ「女優プログラム～きれいになるレッスン」DVD
(45分) 第7章に講師として出演・好評発売中！
2013 ・ VOGUE Style Blog「SAKURAのFeel Beauty」
・「FIGARO japon」(CCCメディアハウス)連載
"教えて!フィガロ·ビューティスト" (2013-2016)
2016 ・ 「WWD Beauty」(INFASパブリケーションズ)連載
"SAKURAのモード論"
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広告
エーザイ製薬／デニビットCM&スチールオール媒体
JR東日本／春のキャンペーンスチールオール媒体
池袋東武百貨店／春のキャンペーン スチールオール媒体
SONY／ヘッドホーン スチールオール媒体
三井信託銀行／雑誌広告
資生堂／[花椿] 表紙
SEIKO／CREOスチール媒体
ベネトン(ワールドワイド)／スチール&CF オール媒体(2シーズン)
ベネトン(ワールドワイド)／コスメティックキャンペーン スチール&CFオール媒体
トヨタ／ブレイド記事広告(2007)
ドトール"DOUTOR, It's My Time"(2010)
TOYOTA「Lexus」レクサスLS-600の店頭用カタログに対談
CM
資生堂 レシェンテ／エーザイ製薬 デニビット／SONY DVD／ 他多数
雑誌
エル·ジャポン／フィガロ／マダムフィガロ(仏)／VOCE／美的／クロワッサン／
日経woman／GLOW／anan／他多数
ファッションショー
エルメス／カルバンクライン／ジルサンダー／セルッティ／セリーヌ／
ラルフローレン／ユキトリイ／コシノ ヒロコ／KENZO／BENETTON／Oaks by
Ferre／ARMANI他多数
トークショー
[ファッションイベント]
シャネル／ロエベ／デビアス／ヨシエイナバ／他多数
[百貨店]
伊勢丹／大丸／西武／SOGO／高島屋／阪急／三越 他
[コスメ·ビューティイベント]
資生堂／シャネル／コーセー／ゲラン／ドゥ·ラ·メール／
ボビーブラウン 他多数
[車·映画]
MAZDA新型ロードスター2005／映画「靴に恋して」試写会トークショー 他
VTR
GIORGIO ARMANI made in MILAN
著書
「ランピ～SAKURAの見つけたきれいのスパイス」(ギャップ出版)(2000)
ランピ文庫本「プチ·ランピ」(2001)
｢Beauty Planner-2007年版｣ SAKURA·中嶋マコト共著(2007)
｢Beauty Planner-2006年版｣ SAKURA·中嶋マコト共著(2006)
DVD
フェリシモ「女優プログラム～きれいになるレッスン」DVD
第7章"おしゃれレッスン"講師 (2012.11)
グッズ
フレンチブルトップ(ペンダント·トップ): アイデクト表参道店
「Visine」目薬キャンペーン商品: ファイザー製薬 ポーチ&ミュージックギフトカード
ブラ&ショーツ: 「BAILA」(集英社)×トリンプ×SAKURA×読者
アイマスク&サシェ: L'OCCITANE EN PROVENCE
ビューティコラボ商品:トゥモローランド キャンドル・ポーチ・リラックスウェアなど
講義
甲南女子大学にて「モード論」講義を10年間担当(2007～2016)

