
近野 成美(こんの なるみ) 

PROFILE 
 

 

  

 

●生年月日： 1988 年 9 月 18 日 

●サイズ： 身長 155 ㎝ 靴 24 ㎝ Ｂ80 ㎝ Ｗ59 ㎝ Ｈ80 ㎝ 

●出身地： 愛媛県 

●血液型： B 型 

●趣味： カフェ巡り 

●特技： インテリアデザイン(CAD)、韓国語（留学経験あり） 

 

	 	  

●最新情報 

・	EX７月期「女たちの特捜最前線」レギュラー/神崎佳奈出演！！ 

・	CX 系バラエティ「スカッとジャパン！」ドラマパート定期出演中！ 

・	アサヒ飲料「おいしい水 プラス」TVCM 出演！！ 

・	朗読劇「私の頭の中の消しゴム 8th letter」ヒロイン/薫役出演！ 

・	2015 年 5 月公演舞台「嵐が丘」出演！演出：G2、日生劇場  

・	TBS「半沢直樹」EX「相棒」NHK「八重の桜」等話題作に出演 

話題作に多数出演し、様々

な タ イ プ の 役 を 演 じ き る 、

芝居の幅が広い女優！！  



近野 成美(こんの なるみ) 

CAREER（過去の主な出演歴） 

  

 

  

 

●映画 

「ラブ★コン」(監督：石川北二) えり役 (06 年) 

「東京フレンズ TheMovie」(監督：永山耕三)  (06 年) 

「夜のピクニック」(監督：長澤雅彦) 実行委員／さくら役 (06 年) 

「エコエコアザラク R-page」(監督：太一) 主演／黒井ミサ役 (06 年) 

「エンマ enma」(監督：長江俊和) 池内亜美役 (07 年) 

「こわい童謡表の章」(監督：福谷修) 染谷美紀役 (07 年) 

「黒帯 KURO-OBI」(監督：長崎俊一) 畑田花役 (07 年) 

「ブラブラバンバン」(監督：草野陽花) 神野さくら役 (08 年) 

「かさぶた姫」(監督：三城慎一) 主演／逢坂姫子役 (09 年) 

「僕の初恋をキミに捧ぐ」(監督：新城毅彦) 紫堂高校の生徒役 (09 年) 

「君に届け」(監督：熊澤尚人) 平野依里子役 (10 年) 

「犬とあなたの物語いぬのえいが」(監督：石井聡一)  (11 年) 

「恐怖新聞」(監督：大森研一) ヒロイン／雨宮しずく役 (11 年) 

「僕達急行 A 列車で行こう」(監督：森田芳光) 姫川みすず役 (12 年) 

「ガチバン SUPERMAX」(監督：権野元) ヒロイン／みゆき役 (12 年) 

日韓共同制作「道～白磁の人～」(監督：高橋伴明) メインキャスト／園絵役 (12 年) 

「ヘルタースケルター」(監督：蜷川実花) 田辺恵美利役 (12 年) 

「ガチバンエクスペンデット」(監督：元木隆史) みゆき役 (13 年) 

 

 

●ドラマ 

NTV 開局 50 周年記念ドラマ「子犬のワルツ」 森詩乃役 (04 年) 

NHK 朝の連続テレビ小説「ファイト」 北風楓役 (05 年) 

NHKSP 時代劇「オトコマエ!」 ヒロイン／茜役 (08 年) 

CX 系連続ドラマ「シバトラ～童顔刑事・柴田竹虎～」 宮城芽衣役 (08 年) 

CX 系連続ドラマ「ヴォイス～命なき者の声～」 第 11 話ゲスト／坂田潔美役 (09 年) 

TBS 系連続ドラマ「パナソニックドラマシアターハンチョウ～神南署安積班～」 相馬遥役 (09 年) 

CX 系 SP ドラマ「シバトラ～童顔刑事!史上最大の危機スペシャル～」 宮城芽衣役 (09 年) 

CX 系 SP ドラマ「世にも奇妙な物語秋の特別編検索する女」 桐野美里役 (09 年) 

CX 系連続ドラマ「東京 DOGS」 第 5 話ゲスト／松尾玲子役 (09 年) 

TBS 系連続ドラマ「ヤマトナデシコ七変化?」 第 7 話ゲスト／すず役 (10 年) 

CX 系 SP ドラマ「シバトラ～さらば、童顔刑事スペシャル～」 宮城芽衣役 (10 年) 

EX 系連続ドラマ「遺留捜査」 第 4 話ゲスト／香取未知役 (11 年) 

CX 系 SP ドラマ「謎解きはディナーのあとで SP」  (12 年) 

TBS 系 SP ドラマ「悪女について」  (12 年) 

TBS 系連続ドラマ「あぽやんー走る国際空港ー」 レギュラー／篠田愛役 (13 年) 

BS-TBSSP ドラマ「俺たち絶体絶命!」 ヒロイン／みゆき役 (13 年) 

TBS 系連続ドラマ「半沢直樹」第 6 話～ レギュラー／金融庁検査官木下愛役 (13 年) 

TX 系連続ドラマ「孤独のグルメ Season3」 第 9 話ゲスト／女性店員役 (13 年) 

NHK 大河ドラマ「八重の桜」 寺田ひろ子役 (13 年) 

EX 系連続ドラマ「相棒 Season12」 第５話ゲスト／高林真理役 (13 年) 

BS ジャパン SP ドラマ「文豪の食彩」 吉沢記者役 (14 年) 

EX 系ドラマ「TEAM-警視庁特別犯罪捜査本部-」 第 6 話ゲスト森村麻紀役 (14 年) 

NHK 時代劇「吉原裏同心」 夕霧役 (14 年) 

名古屋テレビ「なぜ東堂院聖也 16 歳は彼女が出来ないのか？」 菊池 沙也加役 (14 年) 

EX 系ドラマ「出入禁止の女」                                 ２話ゲスト／村上杏奈役          （15 年） 

EX 土曜ワイド劇場「女たちの特捜最前線〜警察食堂極秘会議〜」          神崎佳奈                   （15 年） 

NHK 正月時代劇「吉原裏同心 新春吉原の大火」                    夕霧役                          （15 年） 

 

●舞台 

「風が強く吹いている」(演出：鈴木裕美) 勝田葉菜子役 (09 年) 
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「嵐が丘」（演出 G2）                                      キャシー役                   （15 年） 

 

●広告 

河合塾「開講告知」 

ロッテスノー「トルコ風アイス(逆バンジー編)」 

シオノギ製薬「ポポン S」 

平成 17 年度国民生活金融公庫イメージキャラクター  (05 年) 

伊藤園「NaturalSparkling」『踊りましょう篇』  (06 年) 

伊藤園「冷梅(ひやしうめ)」『梅はその日の…篇』  (07 年) 

ピザーラ『香り篇』『食べる篇(マカロニ)』『食べる篇(あつあつ)』  (07 年) 

私的録音補償金管理協会  (07 年-09 年) 

薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」  (08 年-) 

ユニバーサルスタジオジャパン「2013 年年間パス」  (13 年) 

●雑誌 

ピュアピュア (辰巳出版) 

CANDy (白泉社)※専属モデル  (02 年-04 年) 

Melon (祥伝社)※専属モデル  (03 年-04 年) 

Hana*chu (主婦の友社)※専属モデル  (03 年-04 年) 

アスキー.PC (アスキー・メディアワークス) 

週刊 TV ガイド (東京ニュース通信社) 

with (講談社) 

●写真集 

「なるみかん」(辰巳出版)撮影：河野英喜   (03 年) 

「Naru☆chu(なるちゅー)」(ぶんか社)撮影：河野英喜  (04 年) 

「なるみ日和」(音楽専科社)撮影：木村智哉   (04 年) 

「CONTRAST」(彩文館出版)撮影：NAKAYAMAMASAFUMI  (07 年) 

●PV 

絢香「LA・LA・LALOVESONG」(AstAtion)  (13 年) 

CODE-V「Never Ending Story」（dreamusic）                          （14 年） 

 


