
	 吉住モータース	 111-0043	 東京都台東区駒形２－６－６ オンダビル５０３ tel 03-5827-0632  fax 03-5827-0633	  

                                    宮下今⽇日⼦子   みやした   きょうこ  
 
1975年 8月 14日生まれ 
東京都出身	 AB型 
 
身長：172cm  B：86cm  W：63cm  H：94cm   足：24.5cm 
  
3歳よりクラシックバレエを始め、その抜群の身体性を生かして、96年より演劇活動を開始。
NODA・MAP「ローリングストーン」、KOKAMI@network「ものがたり降る夜」など話題の
作品にオーディションによって出演を得る。その後も松村武、堤泰之、長塚圭史、木野花など

様々な演出家の舞台に出演し研鑽を積む。2011年、岩松了作品「アイドル、かくの如し」では、
奔放で身勝手で金に強欲なアイドルの母親像を好演。美しいルックスとは裏腹に、とぼけたコ

メディエンヌとしてのセンスを発揮することとなった。また近年は小野寺修二、井手茂太、山

田うんといった振付・演出家からの信望も厚く、演劇とダンス、あるいはマイムとが融合した

フィジカルシアター的要素を持つ舞台にも多数出演している。  
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 おふぃす３◯◯「肉の海」 
青蛾館公演「宝島」･････････････････････････････････････････････ 
M&Oplays「流山ブルーバード」･･････････････････････････････････ 
good morning N˚5「豪雪」･･･････････････････････････････････････ 

 動物電気「タイム！魔法の言葉」･････････････････････････････････ 
 青蛾館公演 寺山音楽劇「中国の不思議な役人」････････････････････ 
 ダンサロン vol.3「まっ白い恋人」･････････････････････････････････ 
 青蛾館公演 男装音楽劇「くるみ割り人形」･････････････････････････ 
｢鑑賞者」	 NY公演	 ･･･････････････････････････････････････････ 
本能中枢劇団「百年の味方」･････････････････････････････････････	  
本能中枢劇団「電車という名の欲望」･･････････････････････････････	  
イデビアン・クルー「図案」･････････････････････････････････････	  
子供のためのシェイクスピア「ハムレット」････････････････････････ 
本能中枢劇団「ウアンチンクエ」･･････････････････････････････････	  
｢ママと僕たち～おべんきょイヤイヤ BABYS～」･･････････････････ 
東京タンバリン「しなやかに踊りましょう」････････････････････････ 
Iwaki Ballet Company第 2回公演「ドン・キホーテ」･････････････････ 
「鑑賞者」･･････････････････････････････････････････････････････ 
 本能中枢劇団「別冊オトメチックルネッサンスやりかけ恋のバッキン」 
 ロリータ男爵「Dr.ナース Dead or Alive」･････････････････････････ 
Iwaki Ballet Company第 1回公演「ジゼル」･･･････････････････････ 
本能中枢劇団「雪と雲のつなわたり」･･･････････････････････････････ 
｢ENRON｣･････････････････････････････････････････････････････ 
M&O Plays「アイドル、かくの如し」･･･････････････････････････････ 
イデビアン・クルー「出合頭」･････････････････････････････････････ 
本能中枢劇団「リボンの心得」･････････････････････････････････････ 
ラーニング・ラパン第一回公演「春すぎて」･･････････････････････････ 
TOKYO DANCE TODAY #6「あらかじめ」･････････････････････････ 
本能中枢劇団「家庭の安らぎの喜びと恐怖」･････････････････････････ 
TOKYO DANCE TODAY #4「あらかじめ」･････････････････････････ 
イデビアン・クルー「挑発スタア」････････････････････････････････ 
大宮エリープロデュース「SINGER5」※声の出演･･･････････････････	    
「東京センチメンタル」･･･････････････････････････････････････････ 
「南国プールの熱い砂」･･･････････････････････････････････････････	  
Theatre劇団子「君とボク」･･･････････････････････････････････････ 	  
MRUHANクラブ「My blue heaven?」････････････････････････････ 
G-up presents「Brains」･･････････････････････････････････････････ 
Attic Theater「チキン･フライ」･･････････････････････････････････ 

 パルコ・プロデュース「ピローマン」･･･････････････････････････････ 
カムカムミニキーナ「黒船来襲」･･･････････････････････････････････ 
Attic Theater「lenz」･････････････････････････････････････････････ 
Flowers BonBon「Party」････････････････････････････････････････ 
サマンサ	 vol.5････････････････････････････････････････････････ 
Theatre劇団子「好きよキャプテン」･･････････････････････････････ 

 うさこ F「ジェラシー」･･････････････････････････････････････････ 
「贋作・桜の森の満開の下」････････････････････････････････････････ 
第三舞台 20周年記念「ファントム・ペイン」･････････････････････････ 
KOKAMI@network vol,2「プロパガンダ・デイドリーム」････････････  

（脚本/演出：渡辺えり） 
（作：寺山修二	 構成/演出/振付：スズキ拓朗） 
（作/演出：赤堀雅秋） 
（作/演出：澤田育子） 
（作/演出：政岡泰志） 
（作：寺山修二	 構成/演出：松村武） 
（作/演出：西島明） 
（作：寺山修二	 構成/演出/振付：スズキ拓朗） 
（脚本：高井浩子	 構成： 小野寺修二） 
（作/演出：西島明） 
（作/演出：西島明） 
（振付/演出：井手茂太） 
（脚本/演出：山崎清介） 
（作/演出：西島明） 
（脚本/演出：村上大樹） 
（作/演出：高井浩子） 
（作：高井浩子 構成/演出：小野寺修二） 
（作/演出：西島明） 
（作/演出：田辺茂範） 
 
（作/演出：西島明） 
（作：ﾙｰｼｰ･ﾌﾟﾚﾄﾞﾙ 演出：ﾃﾞｳﾞｨｯﾄ・ｸﾞﾘﾝﾄﾞﾚｰ） 
（作/演出：岩松了） 
（振付/演出：井手茂太） 
（作/演出：西島明） 
（作：太田善也	 演出：木野花） 
（作/演出：小野寺修二） 
（作/演出：西島明） 
（作/演出：小野寺修二） 
（振付/演出：井手茂太） 
（作/演出：大宮エリー） 
（作：石山英憲	 演出：小林ともゆき） 
（作/演出：桑原裕子） 
 
（作/演出：半海一晃） 
（作：川上徹也	 演出：寺十吾） 
（作：古屋純一	 演出：黒川竹春） 
（作：マーティンマクドナー	 演出：長塚圭史） 
（作/演出：松村武） 
（作：古屋純一	 演出：黒川竹春） 
（作/演出：木野花） 
（演出：堤泰之） 
（作/演出：石山英憲） 
（作/演出：松村武） 
（作/演出：野田秀樹） 
（作/演出：鴻上尚史） 
（作/演出：鴻上尚史） 
（作/演出：鴻上尚史） 
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99年 
 
98年 

 KOKAMI@network vol,1「ものがたり降る夜」･････････････････････ 
「フランシスコ X」･･･････････････････････････････････････････････ 
 NODA MAP「ローリングストーン」････････････････････････････････ 
サードステージ「ワークショップ公演」	 ※ひとり芝居･･････････････ 

（作/演出：島田雅彦） 
（作/演出：野田秀樹） 

【TV】 
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「隣の家族は青く見える」第 5話 ････････････････････････････････ 
「奥様は、取り扱い注意」第 5・７・９・10話 ････････････････････ 
「痛快 TV スカッとジャパン」･･･････････････････････････････････ 
「5時に夢中！」････････････････････････････････････････････････ 
「chef〜三ツ星の給食〜」･････････････････････････････････････････ 
新津きよみ サスペンススペシャル「復讐の女神たち」･･････････････   
「相棒」＃11 ････････････････････････････････････････････････････  
「ウルトラＱ」＃24･･･････････････････････････････････････････････ 
「ダムドファイル」＃12･･･････････････････････････････････････････  
「ブルーもしくはブルー	 もう一人の私」･･･････････････････････････ 
「美少女戦士セーラームーン」#8･･･････････････････････････････････ 
「天体観測」＃6～12	 秘書役･････････････････････････････････････ 
「整形美人」＃1・8･･･････････････････････････････････････････････ 
金曜エンターテイメント「えなりかずきの少年探偵事件でござる１」･･･ 
「嗚呼！青春の四畳半」※レギュラー･･･････････････････････････････   
「世にも奇妙な物語～SMAPの特別篇」★星 護 監督『エキストラ』 
「Love Revolution」＃3･･･････････････････････････････････････････ 
「株式会社 0-daiba.com～美少女 IT戦士リアルシスターズ」※レギュラー 
「JJママ」♯12･･････････････････････････････････････････････････ 
「幸福生活(ハッピーデイズ)」※レギュラー･････････････････････････   
「百年の物語」･･･････････････････････････････････････････････････ 
「やまとなでしこ」＃5････････････････････････････････････････････   
「幸せワイン」※レギュラー･･･････････････････････････････････････ 
「安楽椅子探偵登場」･････････････････････････････････････････････   

（フジテレビ） 
（日本テレビ） 
（フジテレビ） 
（TOKYO MX） 
（フジテレビ） 
（関西テレビ） 
（ANB） 
（テレビ東京） 
（ANB） 
（NHK） 
（TBS） 
（日本テレビ） 
（フジテレビ） 
（フジテレビ） 
（ep放送） 
（フジテレビ） 
（フジテレビ） 
（フジテレビ） 
（BSフジ） 
（KTV） 
（TBS） 
（フジテレビ） 
（KTV） 
（ABC） 

【映画】  
 16年 

 
12年 
11年 
05年 

「過激派オペラ」････････････････････････････････････････････････ 
「残穢」････････････････････････････････････････････････････････ 
「一遍上人」･････････････････････････････････････････････････････ 
「ホームカミング」･･･････････････････････････････････････････････ 
「偶然のつづき」･････････････････････････････････････････････････  

（監督：江本純子） 
（監督：中村義洋） 
（監督：秋原北胤） 
（監督：飯島敏宏） 
（監督：遠藤尚太郎） 

【オリジナルビデオ】 
 01年 「チョコチップ漂流記」  ※準主役･････････････････････････････････ （監督：大嶋拓） 
【ラジオドラマ】 
 05年 「対岸の彼女」･･･････････････････････････････････････････････････  （J-WAVE） 
【CM】 
 05年 

03年 
01年 
 
00年 

東邦ガス（中部地区にて OA）･････････････････････････････････････   
日本生命 ･･････････････････････････････････････････････････････   

 NTT DoCoMo World CALL･･････････････････････････････････････ 
トヨタ ミニバンシリーズ（BSのみ）･･･････････････････････････････ 
富士通FMVルークス････････････････････････････････････････････ 
洋服の青山 ････････････････････････････････････････････････････ 

 

【ナレーション】 
 11年 キューピー	 ラジオCM「彼の好物」篇･･････････････････････････････  
【モデル】 
  CRYSTAL CIRCUS FOREST ･･･････････････････････････････････   
 


