朝木 ちひろ

（あさき ちひろ)

PROFILE
●生年月日： 1990 年 2 月 18 日
●サイズ：
H.160cm B.78cm W.59cm H.81cm S.23.5cm
●出身地：
東京都
●趣 味：
舞台鑑賞、スキー（歴２０年）
、旅行
●特 技：
ブラインドタッチ、体が柔らかい、
●好きなスポーツ： スキー、ダーツ

CAREER （過去の主な出演歴）
●ドラマ
TBS 「女はそれをゆるさない」 （15 年）
TBS 「まっしろ」 （15 年）
WOWWOW「贖罪の奏明曲」（15 年）
CX 「ゴーストライター」 パラリーガール役 （15 年）
CX コンフィデンスマン JP 第１話・４話・８話 子猫ちゃん役 （18 年）
CX 「家政夫のミタゾノ」第６話 中居役 （18 年）
FOD ドラマ「高嶺と花」

（19 年）

TBS『Heaven？〜ご苦楽レストラン〜』第３話

山田ファミリー 妹 恵麻役

テレビ東京「孤独のグルメ Season8」第 2 話 高井戸篇

（19 年）

EX「時効警察はじめました」第３話

（19 年）

（19 年）

WEB ドラマ「ハッピーメール〜Love Story〜」＃3 特別な人 主演 （19 年）
WEB ドラマ「告ったり、フラレたり」チャンスをくれた先輩、ありがとう 主演（19 年）

●映画
イニシエーション・ラブ（監督:堤幸彦） OL 役 （15 年）
駅までの道を教えて (監督:橋本直樹) 大学生役 （15 年）
帰ってきたー文字拳（監督：中元雄） （19 年）
コンフィデンスマン JP ロマンス篇（監督：田中亮） （19 年）
はらわたマン（監督：中元雄） （19 年）

●TV
TX「出没！アド街ック天国〜春の江の島編〜」 （15 年）
EX「あのニュースで得する人損する人」 （15 年）
NHK「高校講座ベーシック国語」 （17 年）
スカパー「スカパー！トレンドリサーチャーR 」 （18 年）
EX「お願い！ランキング」 （18 年）
TBS「有田哲平の夢なら醒めないで」再現 VTR （18 年）
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CAREER（過去の主な出演歴）
TBS「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」再現 VTR

（18 年）

TX「こんな事でモメてます」再現 VTR （18 年）
NTV「行列のできる法律相談所」再現 VTR

（18 年〜）

NTV「幸せ！ボンビーガール」再現 VTR

（18 年）

中京テレビ 「マミーがゾッ婚！〜親が推す 最高の相手〜」

（19 年）

TBS「爆報！THE フライデー」再現 VTR （19 年）
TBS「水曜日のダウンタウン」 ♯166 キスドッキリネタ （19 年）
TBS「今夜解禁！ザ・因縁」再現 VTR

（19 年）

CX「芸能人が本気で考えた！ドッキリ GP」仕掛け人 （19 年）
TBS「人生イロイロ超会議」再現 VTR

（19 年）

NTV「ぐるぐるナインティナイン」再現 VTR （20 年）
MBS「教えてもらう前と後」再現 VTR

（20 年）

●舞台
「問題のない私たち」 松下桃花役（新宿シアターサンモール） （15 年）
「へなちょこヴィーナス」 トモ子役（中目黒キンケロシアター）（16 年）
「女ヒエラルキー底辺少女」 久辺聡子役（新宿シアターモリエール ）（16 年）
「問題のない私たち」松下桃花役（池袋シアターグリーン BIG TREE THEATER） （16 年）
「ピカイチ殺人事件 5〜探偵バトルロワイアル 水沢七菜役（ 早稲田小劇場どらま館） （16 年）
「映像都市〜チネチッタ〜」千里役（中野スタジオあくとれ） （16 年）
「The Night of Christmouse〜クリスマウスの夜〜」 （16 年）
「SAKURA」田上春役 （両国エアースタジオ） （17 年）
「蜘蛛の巣」 主演 クラリサ役 （両国エアースタジオ）

（17 年）

「リーゼント総理」 倉敷絵里 他８役（上野ストアハウス） （17 年）
「火の風にのって」 主演 磯辺昌子役（両国エアースタジオ） （17 年）
「こと〜築地寿司物語〜続編」 はまの役（築地ブディストホール） （18 年）
平成時代劇 片肌☆倶利伽羅紋紋一座 『ざ☆くりもん』 宿屋・女中役 （19 年）
「学園探偵薔薇戦士〜薔薇戦士誕生〜」主演

(20 年)

●広告
「UQWIMAX インフォマーシャル」（15 年）
メレルジャパン 秋冬ポスターモデル（17 年）
カラダハッピー 「社長の夢枕広告モデル」 （17 年）
東武鉄道 浅草ヴィジョン 浅草散策広告（18 年）
DHC 「新コラーゲン篇」 （18 年）

〒 １５０００２１

東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿 西 ２-３-２ N S ビ ル６階

tel.０３（６４５５）３８１５

fax.０３（６４５５）３８１７

e-mail:model@abp-inc.co.jp

朝木ちひろ

(あさき ちひろ)

CAREER（過去の主な出演歴）
ユーキャン （18 年）

●雑誌
「日経ヘルス LION タイアップ」（15 年）
「女性モード社 iage-change 100 （表紙）」（16 年）
「デジタルカメラマガジン 4 月号」

（19 年）

●WEB
「花王 （ハンドモデル）」（17 年）
「ユーキャン」 （18 年）
「Pancy」 web 広告モデル （18 年）
KBF EC モデル（19 年）

●MV
ヘルタースケルター「哀燦々」 （18 年）
さめざめ「一生あたし女の子宣言」 （19 年）
insomnia girl「月９」

（２０年）

●その他
ニコニコ超会議「ニコニコ超神社」ブース MC （19 年）
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