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こ も り

い く こ

小森

郁子

＜出 身 地＞

秋田県

＜生年月日＞

1977.6.17

＜最終学歴＞

玉川大学 文学部
芸術学科 演劇専攻 卒業

＜ サイズ ＞

身長 158cm
体重 46kg
BWH 82/60/88
靴 23.0cm

＜特 技＞

書道・水泳

＜趣 味＞

朗読・散歩・ピアノ

最新出演情報
★ＴＶ
TBS『砂の塔 知りすぎた隣人』 第 6 話・第 7 話 レポーター役
EX『相棒 15』第 7 話 キャスター役

★ドラマ
NETFLIX 『火花』 第 10 話 （声の出演）
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小森郁子 主な芸歴
＜T V＞
・EX 土曜ワイド劇場
『西村京太郎ﾄﾗﾍﾞﾙﾐｽﾃﾘｰ 66 釧路・帯広殺人ルート』
ﾆｭｰｽの声
・EX『警視庁捜査一課長』ｽﾀｰﾄｽﾍﾟｼｬﾙ ｱﾅｳﾝｻｰ役
・EX 土曜ワイド劇場
『特捜セブン～警視庁捜査一課７係』 記者役
・EX 『相棒 14』 第 10 話(元旦スペシャル) ｷｬｽﾀｰ役
・EX 『サムライ先生』 第 2 話 ｱﾅｳﾝｻｰ役
・TX 『トカゲの女２』 ｷｬｽﾀｰ役
・EX 『相棒 13』 第 3 話 ｷｬｽﾀｰ役
・CX 『ブラック・プレジデント』 第１話 ﾚﾎﾟｰﾀｰ役
・EX 『相棒 12』 第 19 話(最終回) ｷｬｽﾀｰ役
・NHK 『ハードナッツ！～数学 girl の恋する事件簿～』
第８話 ｷｬｽﾀｰ役
・EX 『ダブルス～二人の刑事～』 第１話 ﾚﾎﾟｰﾀｰ役
・WOWOW ドラマＷ 『男と女の熱帯』 第 4 話 ﾚﾎﾟｰﾀｰ役
・WOWOW ドラマＷ 『天の方舟』 第５話 ｷｬｽﾀｰ役
・EX 『遺留捜査 2』 第 8 話 ｷｬｽﾀｰ役
・CX 『ﾁｰﾑﾊﾞﾁｽﾀ 3 アリアドネの弾丸』 第 11 話 ﾚﾎﾟｰﾀｰ役
・NHK 『本日は大安なり』 披露宴司会者役(ﾚｷﾞｭﾗｰ)
・TBS 『ヘブンズ・フラワー』 第 3 話・第 11 話 ﾚﾎﾟｰﾀｰ役
・EX 『相棒 8』 第 10 話(元旦ｽﾍﾟｼｬﾙ) ｷｬｽﾀｰ役
・NTV 『アイシテル～海容～』 第１話 ｷｬｽﾀｰ役
・TX 『南多摩署・たたきあげ刑事 近松丙吉
～最期のメッセージ～』 ﾚﾎﾟｰﾀｰ役
・EX 『7 人の女弁護士 2』 第 1 話 司会者役
・EX 『相棒６』 第 6 話 ｷｬｽﾀｰ役
・CX 『赤い霊柩車 22 代理妻殺人事件』 ﾚﾎﾟｰﾀｰ役
・EX 『相棒４』 第 7 話 ﾚﾎﾟｰﾀｰ役
＜映画＞
・『秘密 THE TOP SECRET』 （大友啓史監督） 声の出演
・『図書館戦争』 (佐藤信介監督) ニュースの声
・『ゴールデン・スランバー』 (中村義洋監督) ニュースの声
・『悪人』 (李相日監督) ラジオの声
・『彼岸島』 (キム・テギュン監督) レポーターの声
＜ラジオ＞
・RF 「おとぼけツアーズ奮戦記 しずおかへようこそ！」
＜その他＞
・LaLaTV ﾏﾈｰﾋﾞｭﾃｨｰ『株式投資 ABC』 出演
・NHK 文化講座「e‐ｶﾙﾁｬｰ 美容講座～ﾍｱﾃﾞｻﾞｲﾝ」ﾓﾃﾞﾙ
・店内ナレーション
・音声ガイダンス
・企業 VP(キャスター役・ナレーション) など

＜イベント MC＞
・「アートヴィレッジ大崎 街開きイベント」ﾃｰﾌﾟｶｯﾄ・植樹式
・「東京純心女子学園/東京純心女子高等学校
創立 50 周年記念式典」
・「健やか親子 21 全国大会
母子保健家族計画全国大会」表彰式・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
・文部科学省提携「早ね早起き朝ごはん全国協議会」
・「全農酪農経営体験発表会」
・「～羽田空港国際線ターミナル駅 5 周年～
Wing airport ニューアルオープン記念式典」
・「あきた美彩館 オープニングセレモニー」
・「東海道かわさき宿交流館 開館記念式典」
・「東京工業大学イノベーション人材養成機構
ドクターズキャリアフォーラム」
・「京急あきたフェア号 イベント列車 出発式」
・「妖怪ウォッチ ラッピング電車 出発式」
・京急＆西武コラボ電車「RED LUCKY TRAIN 出発式」
・「受動喫煙 防止条例キャンペーン」
・「川崎民俗芸能フェスティバル」
・「ゆかたファッションショー」
・「七五三キッズファッションショー」
・「わんわんファッションショー」
・「いたばし花火大会」アナウンス
・「関東管区 広域緊急援助隊 総合訓練」 アナウンス
・「くまモン ファン感謝祭 in TOKYO」
・「ピーターラビット エコステージ」 朗読
・「こども環境フォーラム」
・「NHK おかあさんといっしょ ポコポッテイトとあ・そ・ぼ」
・「NHK 花、咲かせようキャラバン」
・「ハロウィンちびっこ仮装パレード」
・「チャギントン交通安全イベント」
等、子供向け・ファミリー向けイベント MC

・「小金井なかよし市民まつり」 「成田ふるさと祭り」
「なんじゃもんじゃ いきいきフェスティバル」
「横浜夏祭り in 八景島」 「あげお産業祭」
等、お祭り MC
・「エコプロ」「ドラッグストアショー」「CEATEC JAPAN」 等、
展示会ナレーター
・ 各種式典、パーティー司会、他多数
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