ERI OFFICE

す ず き

鈴木

み

か

美香

＜出 身 地＞

東京都

＜生年月日＞

1966 年 1 月 9 日

＜最終学歴＞

東洋大学 文学部卒業

＜ サイズ ＞

身長 162cm
体重 47kg
BWH 80/63/83
靴 23.0cm

＜趣 味＞

料理・パソコン・食べ歩き
映画鑑賞・ライブ鑑賞

＜資 格＞

普通自動車免許(AT 限定)
ジュニア野菜ソムリエ
ベジフルビューティー・セルフアドバイザー

最新出演情報
★インフォマーシャル
LION 「デントヘルス どこでも入れ歯洗浄シート」
「デントヘルス 超音波入れ歯クリーンキット/除菌液」

★インフォマーシャル
JAL 「浪漫旅行 2017 沖縄」 結婚篇 母役

★レギュラー
某外資系企業接客研修

お客様役
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ERI OFFICE

鈴木美香

主な芸歴

＜ドラマ＞
2015
・BS11『バブリシャスロード～アニキと俺物語～』
銀座のクラブのママ役 （第 4 話以降レギュラー）
・スカパー！『イカロスの瞳』 主人公の母親役
・TVK ほか U 局 『びったれ!!!』 第 5 話 近藤美和子役
2014
・CX 『素敵な選 TAXI』 第 3 話 記者役
・CX 『ほっとけない魔女たち』 第 1,5,8,9 週 有沢きみこ役
・WOWOW 『血の轍』 第 2 話 （声のみ）
・CX 『ロストデイズ』 (第 1 話) アナウンサー役
・EX 『相棒 元日スペシャル』 アナウンサー役
2013
・NHK 『ﾊｰﾄﾞﾅｯﾂ!～数学 girl の恋する事件簿～』 第 7,8 話
アナウンサー役
・EX 『ダブルス ～二人の刑事』 最終話 パーティ司会者役
・CX 『女医・倉石祥子 2～死の研究室～』 南純子役
2011
・EX 『11 人もいる！』 ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ・ﾘﾎﾟｰﾀｰ役 (レギュラー）
2010
・EX 『新・警視庁捜査一課９係』 第 6 話 ﾜｲﾄﾞｼｮｰ司会者役
2009
・東海 TV 『非婚同盟』 第 42 話 リポーター役
2008
・東海 TV 『白と黒』 第 21･24･25･33 話 マダム・朋子役
2007
・EX 『警視庁捜査一課９係』 第 2 話 リポーター役
2006
・東海 TV 『新・風のロンド』 第 8 話 秘書・三村役
2003・2004
・TBS 『外科医零子３』 看護師役
・NTV 『だます女だまされる女６,7,8』
リポーター役/お見合いパーティスタッフ役
2002
・TBS 『陰の季節４「失踪」』 社会部記者役
・TBS 『上条麗子の事件推理 2「死を呼ぶ早期退職金」』
リポーター役
・TBS 『棟居刑事シリーズ 2「高層の死角」』 店員役
・TX 『信濃のコロンボ 2「北国街道殺人事件」』 ﾘﾎﾟｰﾀｰ役
2001
・EX 『変装婦警の事件簿３』 リポーター役
・NTV 『ビューティー☆７』 第 9 話 リポーター役
・NTV 『盲人探偵 松永礼太郎 13「愛する人へ」』
婦警・前島和子役

2000
・CX 『赤い霊柩車 13「函館立待岬 喪服の花嫁」』社員役
・TBS 『はなまるマーケット殺人事件』 リポーター役
・NTV 『死刑囚の妹』 看護師・加納亮子役
1999
・EX 『笑ゥせぇるすまん』 第 6 話 リポーター役
・EX 『小日向鋭介の推理日誌 3「呪われた文学賞」』
作家のマネージャー役
・YTV 『奇跡の人』 最終話 父親の愛人役
1998
・TBS 『勇気を出して』 （レギュラー） 看護師役

＜映 画＞
2014
・『くらげとあの娘』 （宮田宗吉監督） （声のみ）
・『クジラのいた夏』 （吉田康弘監督） ジェーン（J の叔母）役
2013
・『江ノ島プリズム』 （吉田康弘監督） ミチルの母親役
2011
・短編 『傷跡』 （冨樫森監督） 喜美の母親役
2008
・『ＫＩＤＳ』 （荻島達也監督） 看護師役
2003
・『ﾎｰﾑ・ｽｲｰﾄ・ﾎｰﾑ２～日傘の来た道～』 (栗山富夫監督)
主人公の秘書役
1995
・『ガメラ ～大怪獣空中決戦～』 （金子修介監督）自衛官役

＜C M＞
2018
・NTT 東日本 「働く人に、ICT のチカラを。」女将役（ｲﾝﾌｫﾏｰｼｬﾙ）
2017～
・JAL 「浪漫旅行 2017 沖縄」結婚篇 母役（インフォマーシャル）
2015～2016
・アクサ生命 「OK メディカル」（インフォマーシャル）
2010
・百年住宅 「百年住宅」
2009
・再春館製薬 「ドモホルンリンクル～実感篇～」
2008
・小田急電鉄 「小田急ロマンスカー」
2007-2012
・再春館製薬 「ドモホルンリンクル～そのうちに篇～」
2003
・エスエス製薬 「エスタック・イブ」
2000
・ニチイ学館 「アイリスケアセンター」
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＜C M＞
1995-1997
・LION 「ライオン 生コマーシャル」
1993
・FUJI XEROX 「ゼロックス コピー機」
1990
・興和「キャベ２」

＜リポーター＞
2006-2007 ・EX 「サタデースクランブル」
2001-2002 ・BS 朝日 「サンデーオンライン」
2001
・TX 「わっ!!つ ＮＥＷ」
1993-1995 ・CX 「おはよう茨城」
1992-1993 ・NTV 「世渡りジョーズ」
1991-1993 ・TBS 「Ｃatch Ｕp」
1990-1995 ・EX 「ﾓｰﾆﾝｸﾞショー」「ｽｰﾊﾟｰﾓｰﾆﾝｸﾞ」

など

＜番組司会･アシスタント＞
2012-2015
・QVC 商品アドバイザー
2010～
・全国商工会議所用 DVD シリーズ インタビュアー
2007～
・TSUTAYA ビジネスカレッジ 「ビズハーツ」 ナビゲーター
2006
・CS ｽｶｲﾊﾟｰﾌｪｸ TV「ﾊﾟｿｺﾝでかんたん！楽しい年賀状作り」
1997
・テレビ愛知 「土曜特番」
1995
・MX 「東京ぐるっと出前クイズ」
1995-1999
・CS 工務店チャンネル キャスター
1993-1998
・CS 日本レジャーチャンネル 競艇中継 キャスター
1993
・TX 「御存知ステーション」
1992
・江戸川 CATV「江戸川区民ニュース」 キャスター

＜P V＞
2015
・NEKO PUNCH 「Go Baby!」

＜映画関連司会＞
・『MAKI』 (ユーロスペース)
・『バケツと僕！』（K's cinema）
・『草原に黄色い花を見つける』（ベトナム大使館）
・『ｲﾝﾃﾞﾍﾟﾝﾃﾞﾝｽ･ﾃﾞｲ:ﾘｻｰｼﾞｪﾝｽ』 (TOHO ｼﾈﾏｽﾞ新宿)
・『マクベス』 (お台場シネマメディアージュ)
・東映とる映画祭 （丸の内 TOEI）
・『ベトナムの風に吹かれて』（安田生命ホール）
・『カフェ・ド・フロール』 （恵比寿ガーデンシネマ）
・『いつかの、玄関たちと、』 （TOHO ｼﾈﾏｽﾞ小田原/ﾃｱﾄﾙ新宿）
・『猿の惑星 ライジング』 （ニコファーレ）
・バルト・る映画祭 （バルト 9）
・『LIFE!』 ジャパンプレミアほか （TOHO ｼﾈﾏｽﾞ六本木ﾋﾙｽﾞ）
・『乙女のレシピ』 （K's cinema）
・『セブンデイズ リポート』 （ｼﾈﾏｰﾄ・ｲｵﾝｼﾈﾏほか 10 会場）
・『晴れのち晴れ、ときどき晴れ』（MOVIX 亀有ほか 4 会場）
・東京国際映画祭 ｽﾍﾟｼｬﾙｲﾍﾞﾝﾄ （六本木ヒルズアリーナ）
・『空飛ぶ金魚と世界のひみつ』 （ユナイテッドシネマ豊洲）
・『リトル・マエストラ』 （有楽町スバル座）
・東京国際映画祭 グリーンカーペット中継イベント
（青山 Future SEVEN/六本木ヒルズ）
・『ハイザイ ～神様の言うとおり～』 （東京ﾀﾜｰ特設ｽﾃｰｼﾞ）
・『1＋1＝1 1』 （K's cinema）
・『傷跡』 （K's cinema）
・『XX エクスクロス 魔境伝説』 （渋谷東映、新宿バルト 9）
・『14 歳』 （世田谷ものづくり学校）
・『ありがとう』 （大阪市中央公会堂ほか）
＜イベント司会＞
・日本看護協会創立 70 周年記念式典・祝賀会
・鳥取県 PR イベント「蟹取県ｳｪﾙｶﾆｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」記者発表会
・吉野家 新商品発表会
・奄美大島 DMO 事業構想記者発表会
・アグネス・チャン ハッピー還暦バースデー
・市川春猿 25 周年祝賀パーティー
・鹿児島市ふるさと大使 委嘱式
・国産豚肉 PR イベント「俺たちの豚肉を食ってくれ」
・SEIKO プレミアムウオッチコレクション
・ヤマザキ学園大学 開学式・入学式・新校舎竣工式
・ヤマザキ学園 入学式
・アイスショー 場内 MC
・B・Walk ウォーキングスクール発表会
・舞台製作発表記者会見
・イルミネーション点灯式
・ファッションショー、食イベント
・スポーツ関係祝賀会・慰労会
・ボートレース関連のイベント（全国競艇場・ボートピアなど）
・企業の創立記念式典・パーティ・記念祝賀会など
・愛･地球博など各種イベント
・タレントのトークイベント、記者会見など
多数
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