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●広告 

テルウェル（株）『ＤＥＮＰＯ』 

日本郵政公社 『書中見舞い』 

㈱デプス 『次元』イメージモデル 

AEON CM                                                   （07 年） 

au 「スマートパス」CM                                            （12 年） 

佐世保映像社 CM                                              （13 年） 

サクサ                                                      （14 年） 

GEO「進撃の巨人キャンペーン」 TVCM                                            (15 年) 

湘南美容外科クリニック「しょうなんです」篇 TVCM                            (15 年) 

●ドラマ 

NTV「野ブタ。をプロデュース」 野村明美役 （05 年） 

NTV「ギャルサー」  スミレ役  （06 年） 

EX「レガッタ〜君といた永遠〜」 篠塚ナツ役 （06 年） 

TBS「鉄板少女アカネ!!」  桂ゆず役 （06 年） 

TBS「パパとムスメの 7 日間」 平田佐緒里役 （07 年） 

CX「P&G パンテーンドラマスペシャル かるた小町」 一条右京役 （08 年） 

NTV「ヒットメーカー 阿久悠物語」 ザ・ピーナッツ役 （08 年） 

NTV「霧の火 樺太・真岡郵便局に散った九人の乙女たち」 佐藤千代役 （08 年） 

NHK「とめはねっ! 鈴里高校書道部」 日野よしみ役 （10 年） 

TBS「オトナの！」 内ミニドラマ「e のスピリット」                             （15 年） 

●映画 

「天使がくれたもの」（監督：中田伸一郎） 亜紗美役 （07 年） 

「フレフレ少女」（監督：渡辺謙作） 由紀 役 （08 年） 

「クハナ」                                                     （15 年） 

●テレビ 

NTV「唐沢寿明 Presents 記憶の力 II」    （05 年） 

ＣＳディズニーチャンネル「ディズニー365」  レギュラー出演 (06 年) 

TVK 熱血!ホビースタジアム-   レギュラー出演 （07 年） 

CX「クイズ！ヘキサゴンⅡ」    （07 年） 

TVK「熱血！ホビースタジアム」  レギュラー出演 （07 年） 

NTV「ザ！世界仰天ニュース」    （07 年） 

TBS「むちゃぶり」    （07 年） 

CX「熱血！平成教育学院」    （07 年） 

TBS「明石家さんちゃんねる」    （07 年） 

TX「ゴットタウン」    （07 年） 

NTV「モバタレ GREAT」    （08 年） 

NTV「中井正広のブラックバラエティ」    （08 年） 

EXSDN48 レギュラー番組「すっぽんの女たち」    （10 年） 

あっ!とおどろく放送局松島瑠美の MONDAY NIGHT 20!   （11 年） 

TVK「ハシゴマン～神泉編～」    （09 年～12 年） 

CS「人生の正解 TV」グリーンスムージーVS トマトジュースの回 私生活密着ロケ （13 年） 

Amebe ｽﾀｼﾞｵ「インスタントジョンソンのかわいこちゃ〜ん」」  レギュラー出演 （14 年〜） 

NHK「あさイチ」密着ロケ                                            （15 年） 

TX「イチゲンさん 餃子マニア No1 決定戦」                                （17 年） 

東海テレビ「バナナスクール」                                         （17 年） 

CX「運命の一問」                                                （17 年） 

J COM「クラベスト！」レギュラー出演中                                  （17 年〜） 

CX「魔女に言われたい夜～正直過ぎる品定め～」                          （１９年） 
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●舞台 

劇団空間エンジンプロデュース「GO!JET!GO!GO!」  (11 年) 

「ベロニカは死ぬことにした」（俳優座）  (12 年) 

「月下のオーケストラ」（シアターグリーン）  (12 年) 

「KissMeYou～頑張ったシンプー達へ」（新国立劇場）  (12 年) 

「GO!JET!GO!GO!vol5」(アクアスタジオ)   (12 年) 

「時空警察ヴェッカーχ 彷徨のエトランゼ」（六行会ホール） 時空刑事アルシオーネ役 (12 年) 

「MOTHER～特攻の母鳥濱トメ物語」（新国立劇場）  (12 年) 

「ダウト！」（銀座博品館）  (12 年) 

「東京豪華「DETARAMU」」（ラゾーナ川崎プラザソル）  (12 年) 

「お妊婦たちのララバイ」 (サンモールスタジオ)  （13 年） 

「ブスの魔法使いと決め神様」（サンモールスタジオ）  （13 年） 

音楽朗読劇「未熟な。ふるんちゅ。」  （14 年） 

「RED 新説垢太郎物語」（北沢タウンホール） ヒロイン夜月役 （14 年） 

「神と遊べば」                                                  （14 年） 

「才能がない！」                                                （14 年） 

●CD 

SDN48「エロスのトリガー」 - アンダーガールズ A 名義 ユニバーサルミュージック (10 年)  

SDN48「淡路島のタマネギ」 - アンダーガールズ B 名義 ユニバーサルミュージック (11 年) 

SDN48「おねだりシャンパン」 - アンダーガールズ A 名義 ユニバーサルミュージック (11 年) 

SDN48「やりたがり屋さん」 - アンダーガールズ G 名義 ユニバーサルミュージック (11 年) 

SDN48「上からナツコ」 - アンダーガールズ B 名義 ユニバーサルミュージック (11 年) 

ナツアキ「いいからトマトを食え」 ニコニコ超会議 (12 年) 

ナツアキ「経験値上昇中☆・教えて AtoZ」  (13 年) 

●WEB 

日経トレンディネット 「女優・奈津子の 教えて！家電ティーチャー」 連載中          （15 年〜） 

ニュースサイト「しらべぇ！」 コラム 連載中                              （15 年〜） 

小学館 Suits-Woman「女子家電の賢人 奈津子トキメキ☆女子家電」 連載中         （16 年〜） 

日経 STYLE 「奈津子の家電選び後輩目線」 連載中                        （16 年〜） 

ザ・スクランブル 「恋に効く渋谷」 連載中                                  （18 年〜） 

●雑誌 

日経トレンディネット          （日経 BP 社） 

DIME レギュラー連載        （小学館） 

家電批評                 （晋遊舎） 

グッズプレス               （徳間書店） 

GetNavi                   （学研プラス） 

FRau                    （講談社） 

InRed                    （宝島社） 

LDK                     （晋遊舎） 

LDK the Beauty             （晋遊舎） 

Mono Max                 （宝島社） 
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●その他 

受賞 「日テレジェニック」 08 年 

写真集「futari」（撮影：木村晴） ワニブックス （06 年） 

DVD「奈津子」 リバプール （07 年） 

DVD「奈津子・亜希子 with」 リバプール （07 年） 

DVD「ザ・プロローグ ぬくみ〜ず 7」  （08 年） 

DVD「日テレジェニック 2008 奈津子」 VAP （08 年） 

DVD「萌えナツ!!」 グラッソ （11 年） 

DVD「TWINS BOX」  （11 年） 

ポッキーニュース キャスター                                        （15 年） 

北海道中川郡本別町「消費生活講演会」                                 （17 年） 

TREND EXPO2017「家電セミナー」                                     （17 年） 

●ラジオ 

TOKYO FM「スカイロケットカンパニー」 火曜レギュラー 連載中                  （15 年〜） 


