
島村 みやこ(しまむら みやこ) 

PROFILE 
 

 

 

● 生年月日： 1989 年 6 月 10 日 

● サイズ：  H.168cm B.83cm W.59cm H.86cm S.24.5cm 

● 出身地：  鹿児島 

● 血液型：  Ａ型 

● 趣 味：  一眼レフカメラ、ゴルフ、料理 

● 特 技：  バレーボール、 

  ダンス 

  （USA International in japan 大会 団体 2 位、審査員特別賞 ベストインプレッション賞） 

CAREER 

●雑誌 

MEN’S NON-NO    （集英社） 

Smart    （宝島社） 

デジキャパ！    （学研パブリッシング）※表紙 

FYTTE    （学研パブリッシング） 

ゼクシィ    （リクルート） 

Hotpepper    （リクルート） 

フォトテクニックデジタル    （玄光社） 

フレッシャーズマガジン    （マイナビ） 

はなよめ    （百日草） 

百日草へアカタログ    （百日草） 

きれいの魔法    （NHK 出版） 

ランドネ    （エイ出版社） 

カメラ WEB マガジン           （エイ出版社） 

MISS Wedding               （世界文化社） 

LuRe                        （トランスメディア） 

CAPA                    (学研マーケティング) 

学研カメラムック              （学研パブリッシング） 

趣味 Do 楽                  （NHK 出版） 

ゴルフダイジェスト           （ゴルフダイジェスト社） 

Studio グラフィックス          （工学社） 

女性のための危機回避マニュアル    （エイ出版社） 

１日１分健康法              （宝島社） 

●広告 
UNIQLO T シャツスチール、WEB                                    （11 年） 

TAYA イメージモデル                                    （11 年） 

セイコーホールディングス「東京マラソン 2012」TVCF                                    （12 年） 

ケンタッキーフライドチキン「レッドホットチキン」TVCF                           （12 年） 

adidas VRV スチール                           （12 年） 

AIS TVCF                        （12 年・タイ） 

NHK サッカー2013 TVCF                                                         (13 年) 

BIGECHO                                                                                       (13 年) 

ララパルフェ                                                                                   (13 年) 

NEC 企業広告                          （13 年〜） 

サントリー「ストロングゼロ」TVCF                           （14 年） 

理研ビタミン「リケンのノンオイルドレッシング青じそ」TVCF                           （14 年） 

Honda インナー向け企業ムービー                           （14 年） 

イオン「イオンザバーゲン」TVCF                           （14 年） 

「リーボック」スチール                           （14 年） 

shu uemura「アイブロウ」 スチール、WEB                                                    （15 年） 

エース広告                                                                  （15 年） 
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しまむら×レイカズン 

コカコーラ「TORETA」                                                         (15 年) 

Ponta カード TVCF                                                                      (16 年) 

小田急ロマンスカー2016 秋 TVCF                                                  （16 年） 

SAPPORO「麦とホップ」 TVCF                                                     （16 年） 

●ショー 

non-no SHOW                           (07 年) 

TAMARIS                           (07 年) 

DO ! FAMILY                       (07 年、08 年) 

NOZOMI ISHIGURO 東京コレクション                       (07 年、08 年) 

YUMI KATSURA アジアブライダルサミット                           (09 年) 

美しき四季と着物の物語                                                           (12 年) 

アップスタイルコレクション                                                        (12 年) 

VOCE ビューティー                                                                         (13 年) 

タマリスヘアショー                                                                         (13 年) 

鈴乃屋着物ショー                                                                          (13 年) 

鈴乃屋「ものづくり匠の技の祭典 2016」着物ショー                                        （16 年） 

鈴乃屋「平成 28 年度 第 56 回 清鈴苑着物ショー」                                       （16 年） 

●TV 

EX TV 学生ヒーローズ 秘書役             （10 年） 

EX やじうま（サキドりなう） リポーター             （10 年） 

TBS クルマッチョ  アシスタント MC             （11 年） 

TBS オールスター感謝祭 中継アシスタント             （11 年） 

EX「BeauTV～VOCE」              （12 年） 

CX「SMAP×SMAP」              （12 年） 

TBS「オールスター感謝祭」              （12 年） 

ABC「叱る GENJI」 レギュラー            （12 年～） 

大分放送アートアクアリウム TV                                                               (13.、14 年) 

EX「スマステーション」             （14 年〜） 

CX「キスマイ BUSAIKU!?」                                                                  （14 年、16 年） 

CX「中居正広の結婚を考える夜」                                                   （15 年） 

TBS「闇金ウシジマくん season3」                         マオ役                      （16 年） 

スカパー「Quality HATAGO」                                                      （16 年） 

NTV「女優カメレオン」 再現 VTR 出演                                                （16 年） 

TBS「爆報！THE フライデー」再現 VTR 出演                                            （16 年） 

 

●映画 
ロシア映画「愛について」                              メグミ役                      （14 年） 

HiGH＆LOW                                                                 （16 年） 

●舞台 

「虹色サラウンド」演出：加藤真紀子                           （12 年） 

平成時代劇 片肌☆彡倶利伽羅紋紋一座「ざ☆くりもん」 —冥土遊山—  秘書役                     （17 年） 

●ラジオ 

東京 FM「キャノンフォトウィークエンド」 レギュラー        （11 年～12 年） 

●WEB 

スタイライフ／eruca／ミューズコー／丸井／マークスタイラー／A&S Inc.(NOJESS,agete) 
美女 NAVI ショールーム「メルセデスベンツ CLS350×島村みやこ」msn 記事広告 

●	その他 
	 indigo la Ｅnd 『瞳に映らないと』MV 
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