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各種展示会・イベント・キャンペーン等では
ステージモデル(男女)から、コンパニオン、MC等、
ジャンルを問わず様々なキャスティングを行っております。

弊社、東京都港区のモデル事務所となります。

専属モデルから登録モデル、
男性、俳優、子役、シニア、コンパニオン等、
様々な所属者がおり、多種多様な案件に対応できる
人材が多数在籍しております。
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頂きましたご要望条件
(ビジュアル・年齢・スキル・ギャランティ・競合条件等)に沿い、
様々なキャストをご提案させて頂きます。



事業内容

◆モデル・MC・コンパニオンのキャスティング

◆書籍、広告出版物の企画、制作、販売並びに広告、
宣伝に関するコンサルタント業及び代理業

◆各種映像、楽曲の企画制作及び販売

◆各種イベントの企画、制作、運営及びそれらの業務の請負

◆エステティックサロンに於いて使用する化粧品及び美容器具、
理容器具等の販売

◆前各号に付帯関連する一切業務

ABOUT US
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ABOUT US

◆社名 株式会社BABYBOO（ベイビーブー）

◆所在地 東京都港区麻布台3-3-15

◆設立 2008年2月20日(平成20年)
【2007年9月11日創業(平成19年) 】

◆役員 代表取締役 砂坂佳央子

◆従業員数 1０名

◆取引銀行 三井住友銀行 池袋支店

◆資本金 10,000,000円

会社概要

◆ホームページ
http://www.baby-boo.jp/

◆メールアドレス
casting@baby-boo.co.jp
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◆Instagram
https://www.instagram.com/babybooco.ltd_mt/
https://www.instagram.com/babybooco.ltd_pm/

◆Twitter
https://twitter.com/BABYBOOCorp

モデル・タレント プロモーショナルモデル

http://www.baby-boo.jp/
mailto:casting@baby-boo.co.jp
https://www.instagram.com/babybooco.ltd_mt/
https://www.instagram.com/babybooco.ltd_pm/
https://twitter.com/BABYBOOCorp


ABOUT US 会社概要

◆福岡支社 福岡県福岡市中央区今泉1-3-23

◆中野研修センター 東京都中野区中野2-4-3

参加団体

◆東京本社 〒106-0041
東京都港区麻布台3-3-15
TEL:03-6459-4386 / FAX:03-6459-4387
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◆メディア事業部 〒106-0045
経理部 東京都港区麻布十番1-2-1 AZABU・IHビル4階

TEL:03-5114-5530

事業所

◆一般社団法人日本モデルエージェンシー協会(J.M.A.A) 正会員 ※2022年6月1日より

https://www.j-m-a-a.com/

https://www.j-m-a-a.com/


レッスン事業部

現役モデルの講師TOMOKOによるウォーキングレッスン/ポージングレッスン、
プライベートレッスンを開催しております。
基本的なウォーキングとポージングをはじめ、多様なレッスンをしております。
また提携するプロの講師により、MCレッスンも行っております。

その他、レッスンだけに関わらず、モデルの基礎を培う為、
モデル研修や個別カウンセリングなど、様々な形で所属者をサポートしております。

ABOUT US
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CAST 専属モデルのご紹介
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石黒 エレナ
T:167 , B:84 , W:61 , H:89

小宮 理央
T:162 , B:84 , W:59 , H:86

葉月 蓮
T:168 , B:75 , W:55 , H:87

美葵 さや加
T:164 , B:80 , W:60 , H:87

優紀加
T:172 , B:80 , W:58 , H:84

萬 純枝
T:164.5 , B:81 , W:61 , H:86



石黒 エレナ
T:167 , B:84 , W:61 , H:89

小宮 理央
T:162 , B:84 , W:59 , H:86

葉月 蓮
T:168 , B:75 , W:55 , H:87

CAST 専属モデルのご紹介
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青木 麻里
T:169 , B:82 , W:57 , H:86

瑠蘭
T:161 , B:84 , W:60 , H:88

高城 ゆう
T:162 , B:85 , W:59 , H:82

掲載はあくまでも一例となります。
男性女性子供などなど多数の所属者がおります為、

ぜひホームページをご覧ください。

松木 孝明
T:180 , B:92 , W:80 , H:91



CAST 所属モデルのご紹介
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小林 美稀
T:163 , B:78 , W:59 , H:85

池田 里佳
T:170 , B:83 , W:60 , H:89

緒方 千捺
T:160 , B:78 , W:58 , H:81

三由 佳奈
T:160 , B:83 , W:61 , H:88

星野 将美
T:168 , B:80 , W:58 , H:85

YURIE
T:167 , B:82 , W:59 , H:86

多田 麻里絵
T:167 , B:82 , W:59 , H:86



小宮 理央 美葵 さや加

WORKS
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MAGAZINE / STILL / WEB
メインモデル

小林 美稀石黒 エレナ

石黒 エレナ

石黒 エレナ



葉月 蓮

MAGAZINE / STILL / WEB
メインモデル

WORKS
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葉月 蓮 りゆ 優紀加

石黒 エレナ

萬純枝 りゆ葉月 蓮



石黒 エレナ

MAGAZINE / STILL / WEB
メインモデル

WORKS
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小宮 理央

小林 美稀石黒 エレナ

緒方 千捺

三由 佳奈

石黒 エレナ



MAGAZINE / STILL / WEB
メインモデル

WORKS
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花梨 川尻アンジェロ実 志織 広岡 あんず

花野 えれな石黒 エレナ葉月 蓮 石黒 エレナ三由 佳奈

石黒 エレナ



小宮理央 SHOJI

MAGAZINE / STILL
表紙モデルWORKS
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石黒エレナ 美葵さや加

葉月蓮 小林美稀

石黒 エレナ

志織 葉月蓮 柳沼 陽菜

小宮 理央 柳沼陽菜 葉月蓮

優紀加 野村日香理



小宮 理央

MAGAZINE / STILL / WEB
メインモデル

WORKS
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柳沼陽菜 葉月蓮

石黒 エレナ
野村 日香理

石黒 エレナ

優紀加石黒 エレナ

石黒 エレナ 石黒 エレナ 七瀬 莉砂



WEB メインモデルWORKS
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石黒 エレナ 優紀加

葉月 蓮

高橋 ユキ

石黒 エレナ藤任 里帆



WORKS
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WEB メインモデル

小宮 理央

石黒 エレナ 優紀加

石黒 エレナ

星野 将美岡本奈緒 はるた

石黒 エレナ

萬 純枝

緒方 千捺



WEB メインモデルWORKS
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石黒 エレナ

SHOJI 萬純枝

石黒 エレナ青木 麻里

RICO青木 麻里西千春 鈴木トシアキ



WORKS
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STILL メイクモデル

優紀加

小林美稀 瑠蘭 美葵さや加葉月 蓮優紀加優紀加



WORKS
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STILL メイクモデル



WEB 不動産関連WORKS
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優紀加 和礼子 中神朗 美葵さや加

石黒 エレナ

小宮 理央



MEDIAWORKS
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石黒 エレナ

優紀加 水野はる 優紀加

葉月 蓮

葉月 蓮

MIHARU



優紀加

パーツモデルWORKS
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優紀加

松岡 恵美 三由 佳奈 三由 佳奈

MIHARU緒方 千捺 成瀬 加奈子



SHOWWORKS
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着物モデルWORKS

恵秀会様の
技術査定については、
毎年ご発注頂き、
弊社仕切りにて、
約50名の着物モデルを
キャスティングしております。

また、技術査定に関わらず、
その他の着物モデルのご依頼も
お受けしております。
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RQ ＆ イメージモデルWORKS
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美葵 さや加 広岡 あんず

鈴木 珠優 桐谷 流華緒方 千捺

後藤 佑紀



RADIOWORKS
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石黒エレナ 美葵さや加葉月蓮 小林美稀



MOVIEWORKS
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石黒 エレナ三由 佳奈 里見 綾香



MOVIEWORKS
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優紀加 葉月 蓮 小宮 理央



MOVIEWORKS
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緒方 千捺

松木孝明 小宮理央

葉月 蓮



MOVIEWORKS
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萬 純枝

Hayato加藤 竜治



MOVIEWORKS
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石黒 エレナ三由 佳奈 萬 純枝



MOVIEWORKS
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石黒 エレナ星野 将美 小宮 理央



田口 泉

MOVIEWORKS
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優紀加 星野 将美



MOVIEWORKS
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美葵 さや加青木 麻里
葉月 蓮



MOVIEWORKS
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小林 美稀石黒 エレナ三由 佳奈



MOVIEWORKS
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美葵さや加 Hayato

萬 純枝芹澤 一



MOVIEWORKS
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由佳 松木孝明 里見綾香 松木 孝明 小林 美稀



MOVIEWORKS
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美葵 さや加里見 綾香 松木 孝明



MOVIEWORKS
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三由 佳奈青木 麻里 小宮 理央



MOVIEWORKS
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りゆ 芹澤一

緒方 千捺優紀加



MOVIEWORKS
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小宮理央 大地 岡本奈緒 はるた KAIRI AIRI石黒 エレナ


