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CAREER
●雑誌
MORE／non-no／Seventeen／LEE／Menʼs non-no／MAQUIA／UOMO（集英社）
mina／GISELe（主婦の友社）
Sweet／mini／steady／smart／InRed（宝島社）
non-no（集英社）
Soup.（ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）
ar／JUNON（主婦と⽣活社）
JILLE／Figue（双葉社）
Nadesico（インフォレスト）
SEDA（⾵讃社）
anan／Lips／POPEYE／BRUTUS／Tarzan／Hanako（マガジンハウス）
Look!s（スタイライフ）
GINGER（幻冬社）
GISELe（主婦の友社）
美⼈百花（⾓川春樹事務所）
and GIRL/mamagirl（エムオン・エンタテイメント）
RoLa（新潮社）
Petit Seven／美的／週刊ビックコミックスピリッツ／DIME／BE-PAL（⼩学館）
Vikka（三栄書房）
Look!s／⼤⼈ Look!s（スタイライフ）
男⼦⾷堂／Used Mix／Menʼs Joker／street Jack（KK ベストセラーズ）
CREA／週刊⽂春／Number（⽂芸春秋）
aene／フォトガール／FYTTE（学研パブリッシング）
⼥⼦カメラ／nadesico（インフォレスト）
東京カレンダー（東京カレンダー）
Tokyo graffiti（グラフィティ）
OZ plus（スターツ出版）
Poroco（コスモメディア）
Saita（セブン＆アイ出版）
BUHI（オークラ出版）
Mart（光⽂社）

●広告
森永乳業「フィラデルフィアクリームチーズ」
（09 年〜12 年）
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任天堂 3DS ソフト「牧場物語〜はじまりの⼤地〜」
（12 年）
タカラ CAN チューハイ「直搾り」
「直搾りくちどけ」 （12 年〜13 年）
ABC-MART「CONVERSE×mini」
（12 年）
adidas「蘭(run)／womanʼs」広告キービジュアル（13 年）
YOLO 台湾 スチール・店頭 PV（14 年）
札幌市「さっぽろスマートシティプロジェクト」（15 年）
イミュ「dejavu 塗るつけまつげ」「dejavu 密着アイライナー」（15 年）
⽇清⾷品「ラ王 やさいタンメン」（17 年）
花王「ビオレ u 潤い美肌ボディウォッシュ」（18 年）

●ドラマ(09 年〜)
ユニバーサル製作ショートムービー・モバドラ「Flower Shop Diary」（09 年）
BeeTV「神児遊助のげんきのでる恋」メインキャスト／チナミ役（09 年）
CX 系連続ドラマ「0 号室の客」ヒロイン／美幸役（09 年）
BeeTV「電撃婚〜Perfumeoflove」メインキャスト／岩⽥愛⼦役（10 年）
EX ドラマ「バーテンダー」第４話／ゲスト南原亜希役（11 年）
TBS 系連続ドラマ「華和家の四姉妹」レギュラーキャスト／堀内佳奈役（11 年）
CX 系ドラマ「ほんとにあった怖い話怒りのルビー」メインキャスト/⽔島紗季役（11 年）
ユニバーサル J 制作連続ドラマ「RUN60」第三章ヒロイン／川中陽⼦役（12 年）
NHK ドラマ「恋愛検定」第１話メインキャスト／夏井美優役（12 年）
BeeTV ドラマ「恋愛は必然である〜ドラマでわかる！新感覚恋愛法則〜」（14 年）
LaLaTV「私たちがプロポーズされないのには、101 の理由があってだな」（15 年）
EX 系連続ドラマ「セカンド・ラブ」（15 年）

●映画
ユニバーサル J 製作「RUN60〜GAMEOVER〜」
（12 年）
「ONEPIECEFILMZ」声優／ホーミー役（12 年）

●舞台
「夜は短し歩けよ⼄⼥」
（演出：東憲司）主役／⿊髪の⼄⼥役（09 年）
「ハロー，グッドバイ」
（演出：⽵重洋平）ヒロイン／⼀条瑞樹役（12 年）

●テレビ（09 年〜）
NTV 系「メレンゲの気持ち」
NTV 系「ズームイン!!SUPER」
【かがやきビト】
NTV 系「世界！弾丸トラベラー」
NTV 系「天才！志村どうぶつ園」
NTV 系「アナザースカイ」
CX 系「東京サーチ」
MTV「MTV WORLD STAGE VMAJ 2010」
CX 系「笑っていいとも」
CX 系「SMAP×SMAP」
TBS 系「しあわせ！未来製作所〜グリーンリーダーズの挑戦〜」
CX 系「超ド級！世界のありえない映像博覧会ベスト 67」
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ゲスト出演（09 年）
ゲスト出演（09 年）
ゲスト出演（08 年、09 年、10 年、11 年）
ゲスト出演（09 年、11 年）
ゲスト出演（10 年）
ゲスト出演（10 年）
ゲスト出演（10 年）
ゲスト出演（10 年）
ゲスト出演（10 年）
ゲスト出演（10 年）
ゲスト出演（10 年）
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CX 系｢HEY!HEY!HEY!MUSICCHAMP｣
CX 系「コラボネーゼⅡ」
NTV 系「占いハッピーSHOW フォーチュなっ!!」
NTV「コレってアリですか？SP」
NTV 系「ぐるぐるナインティナイン」
EX 系「ロンドンハーツ」
NTV 系「KAT-TUN の絶対マネたくなる TV」
NTV 系「Zip!」Zip!mag
EX 系「シルシルミシル」
TBS 系「王様のブランチ」
CX 系「⼈志松本の○○な話」
CX 系「ONE hour Sence」
CX 系「天使の美容室〜髪が乾くまで〜」
NTV 系「SCOOPER」
EX 系「ロンドンハーツ」
NTV 系「PON! 毎週⽔曜⽇コーナー 美〜Life〜」
CX 系「ナダールの⼤⽳」
CX 系「⽇本くぎづけ⼤学」
BS フジ「明⽇へのシャッター」
NTV 系「ドラマティックシネマ」
NTV 系「浜ちゃんが！」
NTV 系「PON!」
BS 朝⽇「極上空間」
TBS 系「流星バケーション」
BS ⽇テレ系「The God Hand」
NTV 系「ヒルナンデス」
CX 系「キャサリン三世」
CX 系「とんねるずのみなさんのおかげでした」
TBS 系「暮らしのレシピ」
CX 系「アカン警察」
NTV 系「Zip!」
EX 系「中居正広の怪しい噂の集まる図書館」
NTV 系「⾏列のできる法律相談所」
NTV 系「ヒルナンデス！」
CX 系「めちゃ×2 イケてるッ！」
NTV 系「Zip!」
CX 系「空旅をあなたへ-PREMIUM_SKY-」
CX 系「笑っていいとも」
NHKBSP 系「タメ・トラベル〜同い年おしゃべり旅〜」
TBS 系「第 41 回 JAL ホノルルマラソン」
NTV 系「ヒルナンデス！」
テレビ東京系「旅 run ガール 2」
KTV 系「関ジャニ∞のジャニ勉」
Ytb 系「ゼッタイ観たくなる宇宙兄弟#0in 種⼦島」
TBS 系「トコトン掘り下げ隊！⽣き物にサンキュー！！」
NTV 系「ザ！世界仰天ニュース」
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ゲスト出演（10 年）
ゲスト出演（10 年）
ゲスト出演（10 年）
ゲスト出演（10 年）
ゲスト出演（11、12 年）
ゲスト出演（11、12 年）
ゲスト出演（11、12 年）
ゲスト出演（11 年）
ゲスト出演（11 年）
ゲスト出演（11 年）
ゲスト出演（11 年）
ゲスト出演（11 年）
ゲスト出演（11 年）
ゲスト出演（11 年）
ゲスト出演（11 年）
ゲスト出演（11 年）
ゲスト出演（11 年）
ゲスト出演（12 年）
ゲスト出演（12 年）
ゲスト出演（12 年）
ゲスト出演（12 年）
ゲスト出演 (12、15 年）
ゲスト出演（12 年）
ゲスト出演（12 年）
ゲスト出演（12 年）
ゲスト出演（12 年）
ゲスト出演（12 年）
ゲスト出演（12 年）
ゲスト出演（13 年）
ゲスト出演（13 年）
ゲスト出演（13 年）
ゲスト出演（13 年）
ゲスト出演（13 年）
ゲスト出演（13、14 年）
ゲスト出演（13 年）
ゲスト出演（13 年）
ゲスト出演（13 年）
ゲスト出演（13 年）
ゲスト出演（13 年）
ゲスト出演（14 年）
ゲスト出演（14、15、16 年）
ゲスト出演（14 年）
ゲスト出演（14 年）
ゲスト出演（14 年）
ゲスト出演（14 年）
ゲスト出演（14 年）
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BS−TBS 系「MORE はっぴーTV」
レギュラー（14 年）
CX 系「世界⾏ってみたらホントはこんなトコだった！？」
ゲスト出演（14 年）
STV 系「どさんこワイド 179」
レギュラー（14 年）
EX 系「なぜ？そこ？」
ゲスト出演（15 年）
UHB 系⽥中美保のらん RUN ラン北海道」
レギュラー（15 年）
UHB「サタすぽ」
ゲスト出演（15 年）
UHB「フットボールアワーのサツコレ表も裏も全部⾒せますスペシャル（15 年）
HTB「イチオシ！ファイターズ 北海道⽇本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークス」副⾳声ゲスト（15 年）
Tvh「6 時間リレーマラソン 2015in 札幌ドーム」
ゲスト出演（15 年）
HTB「森のカフェフェス in ニセコ〜slow&cafe'music〜」
ゲスト出演（15 年）
STV「北海道を横断せよ！ガチンコクイズバトル」
ゲスト出演（15 年）
CTV「マル秘荷物！開封バラエティービックラコイタ箱」
ゲスト出演（15 年）
HTB「2015 北海道マラソン」
ゲスト出演（15 年）
HTB「上⽥⽂雄のなまら⾼くない！？〜⾒るのは無料 札幌の最⾼級集めました!〜」（15 年）
NTV「ナカイの窓」
ゲスト出演（15 年）
UHB「第 68 回春の⾼校バレー北海道⼤会決勝・準決勝」
ゲスト出演（15 年）
TBS 系「暮らしのレシピ special ⼈気モデルに学ぶ毎⽇を変える 20 の⽅法」（16 年）
UHB「Softly,はじまるよ。」
ナレーション（16 年）
UHB「みんなのテレビ」
ゲスト出演（16 年）
EX「中居正広のスポーツ！号外スクープ狙います！」
ゲスト出演（16 年）
EX「＃モデる」
ゲスト出演（16 年）
TBS「プレバト！！」
ゲスト出演（16 年）
HTB「キラ★キラ」
ゲスト出演（17 年）
EX「あいつ、今何してる」
ゲスト出演（17 年）
EX「家事ヤロウ！！！」
ゲスト出演（18 年）
TBS「プレバト！！」
ゲスト出演（20 年）
「中居正広の怪しい噂の集まる図書館」
ゲスト出演（13 年）
NTV 系「⾏列のできる法律相談所」
ゲスト出演（13 年）
NTV 系「ヒルナンデス！」
ゲスト出演（13、14 年）
CX 系「めちゃ×2 イケてるッ！」
ゲスト出演（13 年）
NTV 系「Zip!」
ゲスト出演（13 年）
CX 系「空旅をあなたへ-PREMIUM_SKY-」
ゲスト出演（13 年）
CX 系「笑っていいとも」
ゲスト出演（13 年）
NHKBSP 系「タメ・トラベル〜同い年おしゃべり旅〜」
ゲスト出演（13 年）
TBS 系「第 41 回 JAL ホノルルマラソン」
ゲスト出演（14 年）
NTV 系「ヒルナンデス！」
ゲスト出演（14、15、16 年）
テレビ東京系「旅 run ガール 2」
ゲスト出演（14 年）
KTV 系「関ジャニ∞のジャニ勉」
ゲスト出演（14 年）
Ytb 系「ゼッタイ観たくなる宇宙兄弟#0in 種⼦島」
ゲスト出演（14 年）
TBS 系「トコトン掘り下げ隊！⽣き物にサンキュー！！」
ゲスト出演（14 年）
NTV 系「ザ！世界仰天ニュース」
ゲスト出演（14 年）
BS−TBS 系「MORE はっぴーTV」
レギュラー（14 年）
CX 系「世界⾏ってみたらホントはこんなトコだった！？」
ゲスト出演（14 年）
STV 系「どさんこワイド 179」
レギュラー（14 年）
EX 系「なぜ？そこ？」
ゲスト出演（15 年）
UHB 系⽥中美保のらん RUN ラン北海道」
レギュラー（15 年）
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UHB「サタすぽ」
ゲスト出演（15 年）
UHB「フットボールアワーのサツコレ表も裏も全部⾒せますスペシャル」（15 年）
HTB「イチオシ！ファイターズ 北海道⽇本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークス」副⾳声ゲスト（15 年）
Tvh「6 時間リレーマラソン 2015in 札幌ドーム」
ゲスト出演（15 年）
HTB「森のカフェフェス in ニセコ〜slow&cafe'music〜」
ゲスト出演（15 年）
STV「北海道を横断せよ！ガチンコクイズバトル」
ゲスト出演（15 年）
CTV「マル秘荷物！開封バラエティービックラコイタ箱」
ゲスト出演（15 年）
HTB「2015 北海道マラソン」
ゲスト出演（15 年）
HTB「上⽥⽂雄のなまら⾼くない！？〜⾒るのは無料 札幌の最⾼級集めました!〜」（15 年）
NTV「ナカイの窓」
ゲスト出演（15 年）
UHB「第 68 回春の⾼校バレー北海道⼤会決勝・準決勝」
ゲスト出演（15 年）
TBS 系「暮らしのレシピ special ⼈気モデルに学ぶ毎⽇を変える 20 の⽅法」（16 年）
UHB「Softly,はじまるよ。」
ナレーション（16 年）
UHB「みんなのテレビ」
ゲスト出演（16 年）
EX「中居正広のスポーツ！号外スクープ狙います！」
ゲスト出演（16 年）
EX「＃モデる」
ゲスト出演（16 年）
TBS「プレバト！！」
ゲスト出演（16 年）
HTB「キラ★キラ」
ゲスト出演（17 年）
EX「あいつ、今何してる」
ゲスト出演（17 年）
EX「家事ヤロウ！！！」
ゲスト出演（18 年）

●ラジオ(09 年〜)
TBS ラジオ「JOMO あの⼈の物語」
ゲスト出演（09 年）
J-WAVE「ASIENCESPIRITOFASIA」
ゲスト出演（09 年）
NACK5「チャイム」※5 時間⽣放送
パーソナリティ（09 年）
NACK5「SPECIAL PROGRAM ⽥中美保 Girlsʼ In Autumn -2010-」 ゲスト出演（09 年）
FM ヨコハマ「YOKOHAMA BEAUTY WALK presents IMA Berry Good supported by EASYTONE」(11 年）
TOKYOFM「CanonPhotoWeekend ⽥中美保の LoveCamera」
レギュラー出演（11 年〜12 年）
TOKYOFM「ケンウッド彩速ナビ⽥中美保の PreciousHunt」
レギュラー出演（12 年）
TOKYOFM「AGFGiftofMusic」
レギュラーナビゲーター（13 年〜）
J-WAVE「TOKYO MORNING RADIO」
ゲスト出演（13 年）
J-WAVE「HAPPINESS」
ゲスト出演（13 年）
J-WAVE「ANA WORLD AIR CURRENT」
ゲスト出演（13 年）
TOKYO FM「AGF Gift of Music」
レギュラーナビゲーター（13 年）
TOKYO FM「McDonald's HAPPINESS×happiness」
メインパーソナリティー（14 年）
TOKYO FM「東京まちかど☆天⽂台」
ゲスト出演（14 年）
NACK5「キリン⼀番絞り One More Pint!」
ゲスト出演（14 年）
FM アップル「Life is journey〜⽇常の中にある旅」
ゲスト出演（15 年）
TOKYO FM「ソニー損保 presents クルマ☆時間」
ゲスト出演（16 年）
TOKYO FM「COUNT DOWN JAPAN」
ゲスト出演（16 年）
TOKYO FM「サンデースペジャル NISSAN エクストレイル SURFJAM feat.刈⾕勇 ゲスト出演（16 年）
TOKYO FM「Orico presents FIELD OF DREAMS」
ゲスト出演（16 年）
TOKYO FM「SURF JAM」
ゲスト出演（17 年）
TOKYO FM「ラジカルチョ」
ゲスト出演（17 年）
TOKYO FM「WELLNET presents 旅めし」
ナビゲーター（19 年）
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TOKYO FM「ONE MORNING Mama Said〜ありのママライフ」
JFN「seasoning」

ゲスト出演（19 年）
ゲスト出演（20 年）

●連載
non-no(集英社)
【⽥中美保のファッショントーク「MIHO`SFAVORITE」
】
（09 年〜12 年）
男⼦⾷堂(KK ベストセラーズ) 【本⽇もお弁当⽇和◎】
（10 年〜12 年）
Lips(マガジンハウス)
⽥中美保の⼤⼈カジュアル宣⾔（11 年〜）
Figue(双葉社)
美保の EASYCOOKING （12 年〜）
aene(学研)
mihoʼs HAPPY FOOD（14 年〜）
BUHI(オークラ出版)
まいにちモフ（16 年〜）
MART（光⽂社）
「⽥中美保と学ぶ「ダイアンボタニカル」でもっと潤う毎⽇へ」（19 年〜20 年）

●その他
写真集「PhotoLetter」
（スタイライフ）
（08 年）
写真集「Miho〜」
（集英社）
（11 年）
PV「JUJUfeat.Spontania／素直になれたら」
（SONYMUSIC）
（09 年）
DVD・モバドラ「FLOWERSHOPDIARY」
（ユニバーサル）
（10 年）
PV「徳永英明／春の雪」
（ユニバーサルミュージック）
（11 年）
⽥中美保スタイルブック「MIHO TANAKA CASUAL-LIKE STYLE」
（主婦の友社）
（20 年）

●イベント
MTV「WORLDSTAGEVMAJ2010」
【BIGBANG】さんを紹介 ゲストプレゼンター（10 年）
「東北⾵⼟マラソン 2015」スペシャルサポーター
スペシャルサポーター（15 年）
「2015 北海道マラソン」
アンバサダー（15 年）
「新千歳空港国際アニメーション映画祭 2015」
特別審査員（15 年）
「⽇本ハムファイターズ対ソフトバンクホークス戦」
ゲスト出演（15 年）
「アスリートフードマイスター」トークショー
ゲスト出演（16 年）
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