
 

 

中島 ひろ子 

生年月日：1971年2月10日 

出身地 ：東京都 

サイズ ：身長-160㎝ 

B：80cm W：64cm H：85cm  F：23.5cm 

頭回り：59㎝  肩幅：42㎝  袖丈：52㎝ 

資格：普通自動車免許       趣味：神社巡り 

 

株式会社 エムアール 

〒160-0022 新宿区新宿１‒３５‒１０ カテリーナ新宿御苑４０１ 

TEL 03-3358-8078(代）FAX 03-3358-7473 

info@mrcreative.net 
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芸歴 
受賞歴 

1990年    『櫻の園』（中原俊監督） 主演・志水由布子役 

第 14回日本アカデミー新人俳優賞受賞 

横浜映画祭新人俳優賞受賞 

      高崎映画祭新人俳優賞受賞 

 

1994年    NHK主演ドラマ 『雪』 ユキ役 

                第 31回ギャラクシー賞・テレビ部門大賞  第 34回モンテカルロ国際テレビ祭特別賞受賞 

 

【映画】 

2022年    『ケイコ目を澄ませて』 （三宅唱監督） ２０２２年１２月１６日公開 

            『左様なら今晩は』 （高橋名月監督） ２０２２年１１月１１日公開 

『一瞬の雨』 主演 （秀嶋賢人監督） 

『ノイズ』 （廣木隆一監督） 

2021年      『リスタートはただいまのあとで』 （井上竜太監督） 

『朝が来る』 （河瀬直美監督） 

『踊ってミタ』 （飯塚俊光監督） 

2020年    『癒しのこころみ～自分を好きになる方法～』 （篠原哲雄監督） 

         ショートムービー『HOMESICK』 （柳沢翔監督） 

2019年    『瞽 女  GOZE』  （瀧澤正治監督） 現在も上映中 

『いつかのふたり』 主演 （長尾元監督） 

『小さな恋のうた』 （橋本光二郎監督） 

『としまえん』 (高橋浩監督) 

2018年    『祈りの幕が下りる時』 （福澤克雄監督） 

2017年    『恋と嘘』 （古澤健監督） 

         『ケアニン～こころに咲く花～』 （鈴木浩介監督） 

2016年    短編映画『オールティン・グレイソン』 

         『8Kシュートムービー』 

2015年    『リップヴァンウィンクルの花嫁』 （岩井俊二脚本：監督）  

2013年    『甘い鞭』 （石井隆監督） 

2012年    『闇金ウシジマくん』 （山口雅俊監督） 

2009年    『戦慄迷宮 3D THE SHOCK LABYRINTH』 （清水崇監督） 

2008年    『私は貝になりたい』 （福澤克雄監督） 

2007年    『天使がくれたもの』 （中田信一郎監督） 

         『0（ゼロ）からの風』 （塩屋俊監督） 

         伊参シナリオ大賞 2005『星屑夜曲』 （外山文治監督） 

         『遠くの空に消えた』 （行定勲監督） 

2006年    『さくらさくら』 （山口誠監督） 

『バルトの楽園』 （出目昌伸監督） 

         『地下鉄に乗って』 （篠原哲雄監督） 

         『花田少年史 幽霊と秘密のトンネル』 （水田伸生監督） 

         『ピーナッツ』 （内村光良監督） 

2003年    『セブンス アニバーサリー』 （行定勲監督） 

         『美しい夏キリシマ』 （黒木和雄監督・脚本） 

2002年    『折り梅』 （松井久子監督） 

1998年    『緑の街』 （小田和正監督） 

1997年    『岸和田少年愚連隊−血煙り純情篇』 （三池崇史監督） 

         『OL忠臣蔵』 (原隆仁監督) 

1996年    『MIDORI』 (フジテレビムービー・廣木隆一監督) 

         『眠る男』 （小栗康平監督） 

1994年    『ナチュラルウーマン』 （佐々木浩久監督） 

1993年    『ナースコール』 （長崎俊一監督） 

『ありふれた愛に関する調査』 （榎戸耕史監督） 

1992年    『橋のない川』 （東陽一監督） 
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【最近のドラマ・バラエティ】 

2022年    Hulu       『死神さん 2』 6話 

         テレビ朝日   『特番 おるおるオードリー』 地元ノリつよすぎくん ドラマ 

BSテレ東    『最果てから、徒歩５分』 1話 2話 3話 

関西テレビ   『魔法のリノベ』 9話 10話 9/12・19(月) O.A 

   テレビ朝日   『刑事 7人』 7話  

    WOWOW    連続ドラマ W『眼の壁』 レギュラー  

     東海テレビ   『僕の大好きな妻』 3話 

         関西テレビ   『キリンアワーストーリーズ』 1話 

         BS朝日     『推しの美カフェ』 

         BS フジ     『ローカル線でめぐる旬旅～春爛漫！玉秩父鉄道～』 

2021年    読売テレビ   『アンラッキーガール』 

         TBS       『私が女優になる日』 

         FOD       『私の正しいお兄ちゃん』 4話 7話 8話 

         WOWOW     連続ドラマ W 『黒鳥の湖』 レギュラー 

         テレビ東京   『駐在刑事 SP2021』 

         NHK       『小吉の女房』 4話～6話 

         関西テレビ   『青の SP』 9話 10話 

         テレビ東京   『ハーフタイムツアーズ』 

2020年    BSテレ東    『ハルとアオのお弁当箱』 5話 6話 

         フジテレビ   『SUIT2』 11話 

         WOWOW    『コールドケース 3』 9話 

         NHK       『ディアペイシェント』 4話 

         テレビ朝日   『特捜 9 season3』 6話 

         テレビ朝日   『必殺仕事人 2020』 

         TBS        『病室で念仏を唱えないでください』 4話 

         フジテレビ    『絶対零度』 2話 

         テレビ朝日    開局 60周年ドラマ『逃亡者』 

         メーテレ     ドラマ『名古屋行き最終列車 2020』 

2019年    NHK          正月時代劇『家康、江戸を建てる』 

          TBS       『新しい王様 season1』 2話 

          NTV       『イノセンス 冤罪弁護士』 1話 

          BS フジ     『ローカル線でめぐる旬旅 函館からニセコ、小樽へ雪景色旅情』 

          テレビ朝日   『家政婦のミタゾノ』 4話 

          テレビ朝日   『科捜研の女』 14話 

          テレビ東京   『ハーフタイムツアーズ』 

          テレビ朝日   『やすらぎの刻』 

          テレビ朝日   『警視庁・捜査一課長スペシャル』 

【抜粋ドラマ】 

         NTV        『過保護のカホコ』 レギュラー 

         NHK BSプレミアム 『主婦カツ！』 レギュラー 

         NHK        土曜時代劇ドラマ『アシガール』 レギュラー 

         TBS        『逃げるは恥だが役に立つ』 

         CX         『名前をなくした女神』 4.5.6.7.8.話 

         テレビ朝日    『警視庁・捜査一課長スペシャル』 

         テレビ東京    金曜 8時ドラマ『マルホの女』 

         WOWOW      『沈まぬ太陽』 

【舞台】 

2012年    土田英生セレクション vol.2 『燕のいる駅』 作・演出 土田英生） 

2018年    三越劇場 朗読劇 『青空』 （作・演出 樫田正剛） 

 

【ナレーション・ラジオドラマ等】 

      フォト CD  尾崎豊 『EYES』 (ナレーション) 

1996年    EV 特集シリーズ 『家族の潮流』（ナレーション） 

         NHK ラジオ   『ふたり』 
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       NHK京都    『侵食』   

1999年    NHK     青春アドベンチャー 『不思議屋百貨店⑩ 贈り物』  

2000年    NHK 名古屋 FMシアター『ゴースト・ライター』 

2002年    TBS       『東京ウォーキングマップ』 

      NHK教育   『課外授業ようこそ先生』 

2003年    NHK 名古屋 FMシアター 『プリズン』 

2012年    NHK大阪 FMシアター 『はじまりの旅』 

2021年    FMシアター 『潮騒ハイツの奇跡』 

 

【CM】 

1997年    『TBC 東京ビューティーセンター』 

1998年    『福岡競艇』 

2001年    キッコーマン焼肉のたれ 『赤と黒』 

2008年    アステラス製薬 『リピトール』 

 


