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TEL 03-3356-8078(代) FAX 03-3358-7473

info@mrcreative.net

なか じま

中島

こ

ひろ子

生年月日：1971 年 2 月 10 日
出身地

：東京都

サイズ

：身長-160 ㎝
B-80 W-64 H-85 F-23.5
頭回り-59 肩幅-42 袖丈-52

資格

：普通自動車免許

趣味

：映画鑑賞

芸歴
【映画】

’90

『櫻の園』（中原俊監督）
第 14 回日本アカデミー新人俳優賞受賞
横浜映画祭新人俳優賞受賞
高崎映画祭新人俳優賞受賞

’91

『橋のない川』（東陽一監督）
『ありふれた愛に関する調査』（榎戸耕史監督）

’92

『ナースコール』（長崎俊一監督）

’93

『ナチュラルウーマン』（佐々木浩久監督）

’95

『眠る男』（小栗康平監督）

’96

『MIDORI』(フジテレビムービー・廣木隆一監督)

’97

『OL 忠臣蔵』(原隆仁監督)
『岸和田少年愚連隊−血煙り純情篇』（三池崇史監督）
『緑の街』（小田和正監督）

’99

『文化庁 VP』

’01

『折り梅』（松井久子監督）
『KIRISHIMA 1945』黒木和雄監督）

’03

『7th Anniversary』（行定勲監督）

’05

『ピーナツ』（内村光良監督）
『花田少年史』（水田伸生監督）
『地下鉄に乗って』（篠原哲雄監督）
『バルトの楽園』（出目昌伸監督）

’06

『さくらさくら』（山口誠監督）
『遠くの空に消えた』（行定勲監督）
伊参シナリオ大賞 2005『星屑夜曲』（外山文治監督）
『0（ゼロ）からの風』（塩屋俊監督）

’07

『天使がくれたもの』（中田信一郎監督）

’08

『私は貝になりたい』（福沢克雄監督）

’11

『闇金ウシジマくん』（山口雅俊監督）

’12

『警視庁 VP』
『甘い鞭』（石井隆監督）
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‘15

『リップヴァンウィンクルの花嫁』（岩井俊二監督）

【テレビ】
CX

『しあわせの決断』

CX

『誰かが彼女を愛してる』

CX

『悪魔の KISS』

CX

『秋の駅』

CX

『世にも奇妙な物語』

NTV

『罪人なる我等のために』

TBS

『あの日の僕をさがして』

TBS

東芝日曜劇場 『茉莉の来た日』

TBS

『僕が彼女に借金した理由』

TBS

『塀の中の女たち』

CBC

『早春にて』

CBC

『冬の鮎』

テレビ東京 日本名作劇場 『鍵』

’96

WOWOW

『情熱の荒野』

NHK

『雪』（主演） モンテカルロ国際テレビ祭特別賞受賞・ギャラクシー賞受賞作品

NHK

朝の連続テレビ小説 『春よ、来い』

NHK/BS

『松ヶ枝町サーガ』

テレビ東京 『きっと誰かに逢うために』
TBS

’97

『ひとりっこ同志』（主演）

テレビ朝日 『はみだし刑事情熱系』
テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『事件 6』
NTV

’98

火曜サスペンス劇場 『弁護士朝日岳之助 10 刑法一四三条の壁』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『おとり捜査官・北見志穂』
テレビ朝日 『新・御宿かわせみ』
NTV

火曜サスペンス劇場 『道連れ』

NTV

火曜サスペンス劇場 『いのち』

CX

金曜エンタテイメント 『ガーデンデザイナー・春川さくら 月下美人の殺意』

CX

『タブロイド』（第 6 話）

CX

『眠れる森』（第 7・8 話）
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’99

NTV

火曜サスペンス劇場 『九門法律相談所 9 沈黙の裁き』

テレビ朝日 木曜ミステリー 『京都迷宮案内』（第 3 話）

’00

NHK

金曜時代劇 『しくじり鏡三郎』（第 4 話）

TBS

金曜ドラマ 『独身生活』（準レギュラー）

CX

『隠密奉行朝比奈−平戸編』

NHK

朝の連続テレビ小説 『すずらん』

NTV

火曜サスペンス劇場 『指名手配』

NHK

『オアシス』

NTV

Shin-D 『OH！ マイ ウエディング』

テレビ朝日 『月下の棋士』（第 4 話）
CX

『二千年の恋』（準レギュラー）

NHK

時代劇ロマン 『一絃の琴』

CX

『きらきらひかるスペシャル 3』

NTV

火曜サスペンス劇場 『曲り角の女達』

CX

『バスストップ』（第 10 話）

テレビ朝日 木曜ドラマ 『スタイル！』（第 5 話）
NHK

ドラマ D モード 『トトの世界』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『復讐法廷の女』
’01

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『宗谷本線殺人事件』
CX

『カバチタレ！』（第 8・9 話）

テレビ朝日 『十手人』（第 2 話）
NHK

ドラマ D モード 『ルージュ』

NTV

火曜サスペンス劇場 『検事 霞夕子 18 心の天使』

テレビ朝日 『八丁堀の七人』（第 4 話）

’02

TBS

『ガッコの先生』（第 10 話）

CX

『北の国から 2002 遺言』

TBS

月曜ミステリー劇場 『カード G メン小早川茜 4 調査員は二度だまされる』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『弁護士七尾響子 2』
TBS

月曜ミステリー劇場 『沈黙のアリバイ』

TBS

ドラマ特別企画 『タスクフオーズ』

TBS

ナショナル劇場 『水戸黄門』（第 30 部第 17 話）

NTV

火曜サスペンス劇場 『臨床心理士 6』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『おかしな二人 2』
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NHK

金曜時代劇 『茂七の事件簿 新ふしぎ草紙』（第 6 話）

テレビ朝日 木曜ミステリー 『科捜研の女 4』（第 5 話）

’03

CX

金曜エンタテイメント 『差し押さえ執行官殺人日記』

CX

『ランチの女王』（6 話）

NHK 大阪

金曜時代劇 『はんなり菊太郎』（第 3 話）

TBS

ドラマ特別企画 『女子刑務所東三号棟 5』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『殺人被害者の妻』
NTV

『新・夜逃げ屋本舗』（8 話）

TBS

月曜ミステリー劇場 100 回記念 『万引き G メン・二階堂雪 10』

NHK-Hi ビジョン “いま裸にしたい男たち” 『宮迫が笑われなくなった日』
テレビ東京 女と愛とミステリー 『20 時 18 分の死神』
TBS

月曜ミステリー劇場 『女たちの交差点』

NTV

火曜サスペンス劇場 『警部補佃次郎 18 母のこころ』

テレビ朝日 『相棒』（第 8 話）
ナゴヤテレビ ダムド・ファイル 『霊の通り道・千種区』
テレビ朝日 『八丁堀の七人』（第 5 話）
’04

BS-i

『ケータイ刑事 銭形泪』（＃12）

毎日放送

ドラマ 30 『新・いのちの現場から』（レギュラー）

テレビ東京 女と愛とミステリー 『捜査一課長神崎省吾』
TBS

月曜 2 時間ドラマ 『運のない女』

テレビ朝日 木曜ドラマ 『電池が切れるまで』（第 4・5 話）
TBS

月曜ミステリー劇場 『三ッ鐘署シリーズ・深追い』

NTV

火曜サスペンス劇場 『産婦人科医・南雲綾子 4』

テレビ朝日 『おみやさん 3』（第 5 話）
NTV

『ラストプレゼント』（レギュラー）

テレビ朝日 開局 45 周年記念スペシャルドラマ 『にんげんだもの～相田みつを物語～』
TBS

月曜ミステリー劇場 『ひまわりさん 2』

NTV

火曜サスペンス劇場 『鬼の心』

TBS

月曜ミステリー劇場 『世直し公務員 ザ・公証人 6』

NHK

金曜時代劇 『華岡青洲の妻』（第 1～3 話）

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『警視庁捜査一課強行犯七係』
’05

CX

金曜エンタテイメント 『ハマの静香は事件がお好き３』

テレビ朝日 『名奉行大岡越前』（第 1 話）
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NHK 名古屋 連続ドラマ 『七色のおばんざい』
NTV

火曜サスペンス劇場 『刑事鬼貴八郎 18』

NTV

火曜サスペンス劇場 六月の花嫁 2005 『四重奏』

CX

金曜エンタテイメント 『園長先生は名探偵』

テレビ朝日 木曜ミステリー 『女刑事みずき』（第 5 話）

’06

NTV

ドラマコンプレックス 『ハチ』

ABC

『よろず刑事』（第 5 話）

MBS

ドラマ 30 『新いのちの現場から 2』

TBS

月曜ゴールデン 『自治会長糸井緋芽子社宅の事件簿 8』

TBS

日曜劇場 『誰よりもママを愛す』（第 6 話）

NHK

第 30 回創作ドラマ公募最優秀作 『風の来た道』

テレビ朝日 『だめんずうぉ〜か〜』（第 4 話）
TBS

月曜ゴールデン 『税務調査官窓際太郎の事件簿 15』

CX

土曜プレミアム 『新美味しんぼ』

テレビ東京 水曜ミステリー9 『ボディーガード』
’07

NTV

『演歌の女王』（7 話）

テレビ朝日 『八洲廻り桑山十兵衛』（4 話）
テレビ朝日 『生徒諸君』（2、4 話）
テレビ東京 水曜ミステリー9 『密会の宿 6』
NTV

24 時間テレビ 30 『君がくれた夏～がんばれば幸せになれるよ～』

NHK

大河ドラマ 『風林火山』（38 話）

CX

新報道プレミアＡ 『運命の舞台裏Ｘ 外国人横綱 白鵬誕生物語～おかみさん 崖っぷち奮戦記～』

CX

～千の風になってドラマスペシャル～ 『はだしのゲン』（後編）

CX

土曜プレミアム 『新美味しんぼ 2』

テレビ東京 水曜ミステリ-9 『夏樹静子サスペンス特別企画 四文字の殺意 ひめごと』
テレビ東京 水曜ミステリ-9 『松本清張特別企画 不在宴会』

’08

TBS

ドラマ 30 『京都へおこしやす』（レギュラー）

CX

金曜プレステージ 『いじわるばあさん』

NHK

土曜ドラマ 『トップセールス』（3 話）

テレビ朝日 『4 姉妹探偵団』（4 話）
テレビ朝日 テレビ朝日開局 50 周年ドラマスペシャル 『氷の華』
テレビ朝日 『7 人の女弁護士』（7 話）
NTV

『学校じゃ教えられない』（1 話）
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NTV

日本テレビ開局 55 周年記念特別ドラマ 『霧の火』

CX

『風のガーデン』

NHK

連続テレビ小説 『だんだん』

テレビ朝日 『刑事一代』

’09

CX

金曜プレステージ 『旅行プランナー美代川麗子の事件ファイル』

CX

松本清張 生誕 100 年記念作品 『駅路』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『温泉（秘）大作戦！7』
TBS

『Door to Door』

CX

『ヴォイス』（9 話）

CX

火曜 22 時ドラマ 『白い春』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場終着駅シリーズ 23 『死叉路』
テレビ朝日 『コールセンターの恋人』レギュラー
CX

『新・美味しんぼ PART3』

WOWOW

ドラマ W 『第三のミス～まず石を投げよ～』

NEP

NHK スペシャル 『働き盛りのがん』

NHK

『わたしが子どもだったころ』（ラサール石井編）

CX

土曜プレミアム 『神戸新聞の７日間』

テレビ朝日 『交渉人 season 2』（3 話）
TBS

ドラマ特別企画 『女子刑務所東三号棟 8』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『法医学教室の事件ファイルⅩⅩⅩ』
’10

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『救急救命士牧田さおり 7』
TBS

月曜ゴールデン 『のこしもの』

NHK

連続テレビ小説 『ゲゲゲの女房』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『天使が消えていく』
テレビ朝日 『臨場』（5 話）
CX(東海テレビ) 『名古屋やっとかめ探偵団』
CX(東海テレビ) 連続ドラマ 『明日の光をつかめ』
テレビ朝日 日曜ナイトドラマ 『霊能力者小田霧響子の嘘』（4 話）
NHK

ドラマスペシャル 『心の糸』

TBS

新春ドラマスペシャル 『トイレの神様』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『山村美紗サスペンス 狩矢父娘シリーズ 12』
’11

NHK 教育

中学生日記 『帰らない母』

TBS

パナソニックドラマシアター 『ハンチョウ 4』（1 話）
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CX

『名前をなくした女神』（＃4,5,6,7,8）

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『人類学者・岬久美子の殺人鑑定 2』
CX(東海テレビ) 連続ドラマ 『明日の光をつかめ 2』（＃4）
テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『温泉若おかみの殺人推理 23』

’12

TBS

『水戸黄門 第四十三部』（10 話）

CX

金曜プレステージ 『鬼刑事 米田耕作 女の事件簿』

TBS

北海道放送創立 60 周年記念 連続ドラマ 『スープカレー』

TBS

ドラマ特別企画 『終着駅－トワイライトエクスプレスの恋』

TBS

パナソニックドラムシアター 『浪花少年探偵団』（9 話）

NHK

土曜ドラマスペシャル 『永遠の泉』

テレビ朝日 『Answer～警視庁検証捜査官』（6 話）
CX

金曜プレステージ 『外科医・鳩村周五郎 10』

TBS

パナソニックドラマシアター 『宮部みゆきミステリー パーフェクト・ブルー』（8 話）

CX(東海テレビ) 連続ドラマ 『モメる門には福きたる』
CX

宮部みゆきドラマスペシャル 『淋しい狩人』

テレビ朝日 金曜ナイトドラマ 『信長のシェフ』
’13

テレビ東京 水曜ミステリー9 『検事・沢木正夫 第三の容疑者』
NHK

土曜ドラマ 『ご縁ハンター』

CX(東海テレビ) 連続ドラマ 『モメる門には福きたる』
テレビ朝日

金曜ナイトドラマ 『矢部謙三２』 第 4 話

テレビ朝日

土曜ワイド劇場 『警視庁 捜査一課長２』

テレビ朝日

『遺留捜査』第 7 話

NHK BS プレミアム

’14

BS 時代劇 『酔いどれ小藤次』第 11 話

TBS

日曜劇場 『半沢直樹』第 3 話,第 5 話

テレビ東京

水曜ミステリー９ 『嘘の証明 3 犯罪心理分析官 梶原圭子』

テレビ朝日

土曜ワイド劇場

『検事・朝比奈耀子 14』

ＮＨＫ

土曜ドラマ『太陽の罠』 2 話、最終話

ＣＸ

火曜 22 時ドラマ『螺鈿迷宮』 9 話、11 話

ＴＢＳ

月曜ゴールデン『新・猪狩文助』

テレビ朝日

金曜ナイトドラマ『私の嫌いな探偵』 1 話

ＮＨＫ

ドラマ 10『サイレントプア』 1 話、4 話、9 話

ＮＨＫ

ＮＨＫＢＳ時代劇『妻はくの一』 1,2,3,4,5 話

ＮＴＶ

金曜ロードＳＨＯＷ『磁石男』
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’15

テレビ朝日

スペシャルドラマ『ママが生きた証』

テレビ朝日

土曜ワイド劇場『ヤメ検の女 5』

テレビ東京

金曜 8 時ドラマ『マルホの女』

TBS

日曜劇場『親父の背中』なごり雪

BS フジ

ローカル路線でめぐる旬旅、富良野線

CX

金曜プレステージ『検事霞夕子７』

テレビ東京

水曜ミステリー９『ソタイ組織犯罪対策課』

テレビ朝日

金曜ナイトドラマ『黒服物語』１，２，３，７話

NTV

『金田一少年の事件簿』

TBS

月曜ゴールデン『守護神ボディーガード進藤輝エピソード４』

TBS

『SAKURA～事件を聞く女～』７話

読売テレビ

プラチナイト木曜ドラマ『五つ星ツーリスト』２話

NHK

放送９０周年ドラマ『紅白が生まれた日』

TBS

日曜劇場『流星ワゴン』５,７話

朝日放送

土曜ワイド劇場『１００の資格を持つ女１０』

読売テレビ

プラチナイト木曜ドラマ『青春探偵ハルヤ』４話

名古屋テレビ『ミステリなふたりⅢ』
TBS

TBS テレビ６０周年特別企画『レッドクロス』～女たちの赤紙～

【舞台】
’12

土田英生セレクション vol.2 『燕のいる駅』（作･演出 土田英生）

【CD-ROM】
’95

『ネズミ女とネコ男爵』（天願大介監督）

【ナレーション・ラジオドラマ等】
フォト CD
’96

尾崎豊 『EYES』 (ナレーション)

ETV 特集シリーズ 『家族の潮流』（ナレーション）
NHK ラジオ 『ふたり』
NHK 京都

『侵食』

’99

NHK

青春アドベンチャー 『不思議屋百貨店⑩ 贈り物』

’00

NHK 名古屋 FM シアター 『ゴースト・ライター』
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’02

TBS

『東京ウォ−キングマップ』

NHK 教育

『課外授業ようこそ先生』

’03

NHK 名古屋 FM シアター 『プリズン』

’12

NHK 大阪

FM シアター 『はじまりの旅』

【CM】

’97

『TBC 東京ビューティーセンター』

’98

『福岡競艇』

’01

キッコーマン焼肉のたれ 『赤と黒』

’08

アステラス製薬 『リピトール』
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