Licana
出身地：大阪府
身長：155cm
血液型：O 型
趣味：映画鑑賞
特技：作詞作曲、 歌、水泳、バレーボール

-主な経歴–
フィリピン人の母、日本人の父を持ち幼少の頃から音楽やお芝居が好き
でピアノ・ダンスや劇団に入り他にも書道など、月曜日から日曜日まで毎
日様々な習い事に通う。
そしてそれらの経験を経て中学生の頃からシンガーを本格的に志す。
その頃から数々のオーディションに参加し、15 歳の頃には「MTV
STARTOUR」にてセミファイナリストに輝く。
高校生の頃からピアノ弾き語りやバンドでのライブ開始。高校卒業と共に
挫折してしまい 1 度音楽から離れるが 20 歳から本格的な活動を再始動
すると、瞬く間に HI-D『Special calling ~Session2~』への参加に異例の大
抜擢を果たし、2010 年には 4 ヶ月連続デジタルシングルリリース、さらに
は Mr. Low-D「櫻の華」、TARO SOUL「Special Thanks」、U-ONE「つづき
のないストーリー」等々ゲスト参加のオファーが殺到！！
2013 年にはファーストアルバム「Love Letter」、セカンドアルバム 2014
年「LIFE」をリリースする。 2015 年 4 月にはデジタルスマッシュヒットした
「A.I.KA.GI feat.GAYA-K」が収録されたアルバム「Only One」をリリースし、
同じく収録曲、「Always Be Your Girl」が細田守監督の最新映画、「バケモ
ノの子」に劇中歌として起用された。
そんな彼女が満を持して 2015 年 8 月 19 日には TSUTAYA レンタル限定
でベストアルバム「Licana BEST -2009～2015-」をリリース。
そして、2018 年春には映画『闇金ドッグス 9』で女優デビュー！
＜関連情報＞
■SNS
・Twitter https://mobile.twitter.com/xxlicanaxx
・Instagram https://www.instagram.com/licana
・Facebook https://www.facebook.com/Licanaofficial
・ameblo https://ameblo.jp/licana-blog/
＜TV＞
・2017.09.24 テレビ神奈川 『じゃ、西さがみでも行くか！って
「西さがみ」ってどこ？ザ・スペシャル！！PART2 』
・2017.08.20 テレビ神奈川 『じゃ、西さがみでも行くか！って
「西さがみ」ってどこ？ザ・スペシャル！！』
＜Movie＞
・2018 年夏公開予定 『SUNNY 強い気持ち・強い愛』エキストラ出演
・2018.05.09 公開 『闇金ドッグス 9』後藤舞子役
＜Radio＞
・2019 年 4 月～ ふくしま FM「SENYO presents Radiobox BARBON」
・2015.10.22 Shibuya Cross FM『Omakase Jenny』ゲスト出演
・2014.08.16 レインボータウン FM79.2『792TOKYO HOTLINE』ゲスト出演
・2013.11.13 FM802 DJ 西田新 『BEEEEP RADIO!』ゲスト出演
・2013.02.20 ラジオ関西 558KHz DJ 森脇健児『森脇健児の遊・わ～く・
ウィークリー』ゲスト出演
＜CM＞
・2017.09～ 箱根 じねんじょ蕎麦 九十九

＜YouTube＞
・2018.7～ (現在 10 日に 1 回配信)
YouTube 番組『ひゃくちゃんねる』レギュラー出演

＜Release＞
・2017.07.05 福井県高浜町テーマソング『HOPE』
・2015.12.04 『R&B LOVE』収録曲 You're My Everything/Licana ,Only
One/Licana 参加(KSR.Corp.)
・2015.11.13 『Winter R&B Hits！』収録曲 A.I.KA.GI feat.GAYA-K/Licana
参加(KSR.Corp.)
・2015.10.09 『Feat. R&B GOLD』収録曲 A.I.KA.GI feat.GAYA-K/Licana ,
つづきのないストーリ feat.Licana /U-ONE , Changes feat.大地 /Licana
参加(KSR.Corp.)
・2015.10.09 ALBUM『Licana Another BEST』(KSR.Corp.)
・2015.08.19 ALBUM『Licana BEST -2009-2015-』(KSR.Corp.)
・2015.08.12 CLOSE TO YOU feat.Licana /1-KYU feat 参加(DIG DA
GOOD IMC)
・2015.08.12 『Ride On West -Sunshine Cruising-』収録曲 A.I.KA.GI
feat.GAYA-K/Licana , つづきのないストーリ feat.Licana /U-ONE 参加
(KSR.Corp.)
・2015.08.05 Canges feat.大地 /Licana (KSR.Corp.)
・2015.06.17 『Summer R&B Hits！』収録曲 サマーラブストーリー/Licana
参加
・2015.04.15 mini ALBUM『Only One』(KSR.Corp.)
・2015.03.25 A.I.KA.GI feat.GAYA-K/Licana(KSR.Corp.)
・2015.03.25 『Debut Singles J-R&B』収録曲 サマーラブストーリー
/Licana 参加
・2015.03.18 『STARS ～春バラード～』収録曲 Always Be Your Girl
/Licana 参加(KSR.Corp.)
・2014.11.26 『PONY EP /PONY』収録曲 片道切符 feat.ROAR,Licana
feat 参加(BLACK SWAN)
・2014.11.12 Only One/Licana (KSR.Corp.)
・2014.10.08 Always Be Your Girl / Licana(KSR.Corp.)
・2014.09.17 『Stars-R&B Next generation』収録曲 Rescue me/Licana ,
つづきのないストーリ feat.Licana /U-ONE 参加 (KSR.Corp.)
・2014.07.30 『#4Seasons /U-ONE』収録曲 つづきのないストーリ
feat.Licana 参加(T.G.Records)
・2014.07.02 1st.FullALBUM『LIFE』(KSR.Corp.)
・2014.05.21 『J-R&B Current Hits2014』収録曲 Story /Licana 参加
(KSR.Corp.)
・2013.07.13 『Ride On West -"Love"combination Best』収録曲 つづきの
ないストーリ feat.Licana /U-ONE 参加
・2013.06.23 End of the performance feat.Licana /HiDEN feat 参加
(HIGHEST PEAK RECORDS)
・2013.02.20 TSUTAYA レンタル限定 ALBUM『Love Letter』(KSR.Corp./
wee records.)
・2012.11.28 『Feel Christmas』収録曲 ひとりじゃないから/Licana 参加
・2012.05.23 『The Tyrant /Mr.Low-D』収録曲 櫻の華～MoTher～
feat.Gaya-K,Licana feat 参加(GoD VoICE Pro./KSR.Corp.)
・2012.04.04 櫻の華～MoTher～ feat.Gaya-K,Licana feat 参加(GoD
VoICE Pro./KSR.Corp.)
・2011.12.14 『GIRL /FUEKISS』収録曲 Precision Love 参加
(KSR.Corp./Wee Records.)
・2011.11.16 つづきのないストーリー feat.Licana /U-ONE(KSR.Corp.)
・2011.07.20 『BALLAD(ジブリ楽曲バラードカバー集)』収録曲 風の通り
道｢となりのトトロ｣より (バラード・アレンジ)/KEI feat.JEFF,Licana 参加
(Victor entertainment.Inc.)
・2010.12.15 『So Much Soul /TARO SOUL』収録曲 Special Thanks
feat.Licana feat 参加(Ki/oon Record Inc)
・2010.10.20『XXXXXInc.presents NexSt☆rz』収録曲 Rain feat.Licana
/GIPPER feat 参加(KSR.Corp.)
・2010.09.30 ひとりじゃないから
・2010.08.25 One Way～自分なりの道～
・2010.07.28 ホントのキモチ
・2010.06.30 サマーラブストーリー
・2010.06～ 4 ヶ月連続デジタルシングルリリース(KSR.Corp.)
・2010.04.10 Walk This Way feat.Licana /CHIKARA THE MC feat 参加
(LEVEL 4 MUSIC)
・2009.11.25 HI-D produced『Special Calling～session2～』参加(Victor
entertainment)

＜楽曲提供＞
・2017.06.18 AYA Full Album『YOU&ME』収録曲 ｢Addicted to you｣作詞
担当
・2017.07.05 福井県高浜町テーマソング『HOPE』 作詞作曲担当
＜映画 挿入歌＞
・2015.07.11 公開 細田守監督作品『バケモノの子』
Always Be Your Girl /Licana 挿入歌

