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大島 奈穂美
＜出 身 地＞

埼玉県

＜生年月日＞

1978 年 9 月 4 日

＜最終学歴＞

上野学園大学 音楽学部声楽学科卒

＜ サイズ ＞

身長 164cm
体重 52kg
BWH 83/65/89
靴 25cm

＜特 技＞

歌、ダンス、書道、水泳

＜資 格＞

普通自動車免許
中・高等学校教諭免許（音楽）
宝塚歌劇検定 3 級

最新出演情報
★ドラマ
テレビ朝日 『管理官 明石美和子 十四番目に来た女』 ニュースの声
NHKBS プレミアム 『男の操』 番宣ナレーション
★ＣＭ
『Ｊ：ＣＯＭ』
(https://www.jcom.co.jp/promo/adlp/tv_special/anime.html)

★ラジオ
「今日は何の日！？」 パーソナリティー
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大島奈穂美

主な芸歴

＜T V＞
・TBS『きみが心に棲みついた』 第 3 話 司会役
・NETFLIX 『火花』 第 4 話 アナウンサー(声)
・CX 『嫌われる勇気』 第 1 話 アナウンサー役
・EX 金曜ナイトドラマ
『グ・ラ・メ！～総理の料理番～』 司会者役
・EX 『刑事 7 人』 アナウンサー役 (声の出演)
・EX 『遺留捜査スペシャル 2』 リポーター役 （声の出演）
・EX 『相棒』 アナウンサー役、リポーター役
・CX 金曜プレステージ
『十津川捜査班 8～十津川警部「家族」～』 ｱﾅｳﾝｻｰ役
・EX 『スペシャリスト』 第 5 話 ニュースの声
・NHK『ﾊｰﾄﾞﾅｯﾂ!～数学 girl の恋する事件簿～』ｱﾅｳﾝｻｰ役
・CX 『最高の離婚』 天気予報の声/プレゼント告知 NA
・CX 『ﾁｰﾑﾊﾞﾁｽﾀ 3 アリアドネの弾丸』 キャスター役
・CX 『幸せになろうよ』 結婚式司会者役
・EX 『悪党』 アナウンサー役
・CX 『パーフェクトリポート』 番宣ナレーション
・NTV 『美丘』 番組宣伝番組 NA
・CX 『東京 DOGS』 リポーター役
・CX 『ブザービート～崖っぷちのヒーロー』 結婚式司会者役
＜映 画＞
・『秘密 THE TOP SECRET』 （大友啓史監督） 声の出演
・『残穢』 （中村義洋監督） アナウンサー役 (声の出演)
・『みなさん、さようなら』 （中村義洋監督） リポーター役
他劇中ナレーションなど
・『ポテチ』 （中村義洋監督） アナウンサー役 (声の出演)
・DVD シネマ 『本当は聞きたくない山の話』
ラジオパーソナリティーの声
・『DEAD BALL』（山口雄大監督）ｱﾅｳﾝｻｰ役・ｳｸﾞｲｽ嬢役
・『ゴールデンスランバー』（中村義洋監督）
アナウンサー役 (声の出演)
＜ラジオ＞
・｢ＣＬＡＳＳＩＣ ＣＬＡＳＳＩＣ」 パーソナリティー
・「今日は何の日！？」 パーソナリティー
・「実は知らなかったモヤモヤワード講座」 パーソナリティ
・ラジオドラマ 「雀荘日誌」
・「アーティストＢＯＸ」
・インド食堂 「マハトマ」 CM
・司法書士法人 ジェネシス CM
＜C M＞
・「J:COM」
・「ヘアメイク EARTH」 ナレーション
・「ヤマノエステティック総合学院」 ナレーション
・「スーパーナチュレ」 ナレーション
・「地デジ」インフォマーシャル ナレーション

＜舞 台＞
・オペラ 『アイーダ』『エレクトラ』『ラ・ボエーム』『トスカ』
（新国立劇場）
・二期会ニューウェーブオペラ 『ジュリアス・シーザー』
・瀬川瑛子・中条きよし公演 （新宿コマ劇場）
＜イベント MC＞
・大つけ麺博イベント
・大牛肉博オープニングイベント
・ジャパンアミューズメントエキスポ
開会式セレモニー/接客デモストレーション
・銀座三越 新春イベント
・川崎民俗芸能フェスティバル
・日韓キムチセミナー「キムチのある食卓」
・たばこと塩の博物館 特別記念レセプション
・高島屋ファッションショー
・丸広ファッションショー
・OMEGA Constellation EVENT
・ダイアンフォンファスティンバーグ ファッションショー
・第 57 回かわさき起業家 オーディション
・ニッポン応援ストリート オープニングセレモニー
・住吉会館 ルピナス 1 周年記念式典
・羽田空港 サンタクリスマスイベント
・わんわんファッションショー
・ピーターラビット エコステージ 朗読
・エースコンタクトイベント」 パックンマックンとの総合司会
（他ハリセンボン・ペナルティ・博多華丸）
・SECURITY SHOW セコムブース
・ドラッグストアショー ロート製薬ブース
・CEATEC JAPAN2008 シャープブース
・エコプロダクツ ダスキンブース
・各種式典、パーティー司会
他多数
＜その他＞
・日本ベクトンデッキンソン VP ナレーション
・「カゴメ劇場」声優
・帝国ホテル即売会 館内アナウンス
・三越ファッションバザール館内アナウンス
・クレマチスの丘シャトルバス車内アナウンスの声
・「ANA 企業 VP」 ナレーション
・「～レクサス電話応対研修～自主研修用 CD 活用ガイド」
ナレーション
・「ロックアップ」レストランショー アテレコ
・携帯電話通信ゲーム
他多数
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