
あべまみ
-Abemami-

吹越ともみ
-Tomomi Fukikoshi-

麻絵
-Asae-

森田 亜沙美
-Asami Morita-

栄田 祥子
-Shoko Eida-

真央
-Mao-

愛わなび
-I wanna be...-

希代 彩
-Aya Kitai-

高畠 麻奈
-Mana Takabatake-

山根 愛
-Ai Yamane-

ゆりあ
-Yuria-

伊藤 由佳
-Yuka Ito-

丹生 美保
-Miho Tansho-

酒井まい
-Mai Sakai-

森 愛
-Megumi Mori-

横山 佳織
-Kaori Yokoyama-

高橋 みち
-Michi Takahashi-

明日香
-Asuka-

吉本 光里
-Hikari Yoshimoto-

美萌
-Mimo-

坂口 瑛美
-Emi Sakaguchi-

七瀬 真生子
-Maoko Nanase-

らいか
-Raika-

水野 彩音
-Ayane Mizuno-

水口 結
-Yui Mizuguchi-

中尾 晏菜
-Anna Nakao-

片山 きょう子
-Kyoko Katayama-

鈴木 浩文
-Hirofumi Suzuki-

若林 元太
-Genta Wakabayashi-

縣 豪紀
-Gouki Agata-

渋谷 宏之郎
-Koshiro Shibuya-

川崎 大洋
-Taiyo Kawasaki-

栄藤 凛
-Rin Eto-

藤田 真平
-Shinpei Fujita-

染川 翔
-Sho Somekawa-

栫 良太
-Ryota Kakoi-

阪口 風
-Fu Sakaguchi-

浦野 知也
-Tomoya Urano-

清田 悠聖
-Yusei Kiyota-

林 健太郎
-Kentaro Hayashi-

國友 久志
-Hisashi Kunitomo-

田森 就太
-Shuta Tamori-

仲谷 憲
-Ken Nakaya-

佐藤 翔
-Sho Sato-

モリタ モリオ
-Morio Morita-

井並 テン
-Ten Inami-

斎藤 義和
-Yoshikazu Saito-

月乃
-Tukino-

日髙 利美
-Toshimi Hidaka-

石田 一真
-Kazuma Ishida-

Zabu
-Zabu-

大津 愛実
-Sanami Otsu-

鷹森ミズハ
-Mizuha Takamori-

橙子
-Touko-

塚本 安屋子
-Ayako Tsukamoto-

川島 由莉
-Yuri Kawashima-
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01.【若林元太】帯ドラマ劇場「やすらぎの刻～道」／02.【若林元太】佐藤信介監督 映画「いぬやしき」／03.【希代彩】大根仁監督 映画「SUNNY強い気持ち・強い愛」／04.【鈴木浩文】TBSテレビ「ブラックペアン」／ 05.【鈴木浩文】TBSテレビ
「下町ロケット」／ 06.【鈴木浩文、若林元太】TBSテレビ「花のち晴れ」／07.【あべまみ】フジテレビ「コンフィデンスマンJP 」／08.【若林元太】日本テレビ「今日から俺は!!」／09.【縣豪紀】AbemaTV「恋愛ドラマな恋がしたい」／ 10.【渋谷宏之郎】
BSジャパン「噂の女」／11.【高橋みち】テレビ東京「ハラスメントゲーム」／12.【田森就太】フジテレビ「絶対零度」／13.【石田一真】TOKYO MX「モーニングCROSS」／ 14.【愛わなび】舞台「魔法先生ネギま！～お子ちゃま先生は修行中!～」

15.【愛わなび】舞台「刀使ノ巫女」／ 16.【愛わなび】ザ・おめでたズ feat. 愛わなび「サマーフリーズ」／ 17.【麻絵】MAGAZINE「Have a nice PHOTO! 27号」表紙／ 18.【吹越ともみ】MAGAZINE「Have a nice PHOTO! 28号」
表紙／ 19.【吹越ともみ】MAGAZINE「motto14号」表紙／20.【吹越ともみ】MAGAZINE「GINZA5月号」／ 21.【吹越ともみ】MAGAZINE「リンネル」／ 22.【日髙利美】MAGAZINE「PRESIDENT6月18日号」／23.【日髙利美】 
MAGAZINE「GINZA12月号」／ 24 .【希代彩】舞台 2019年「機動戦士ガンダム00 -破壊による再生- Re:Buil 」
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I wanna be...

3

あべまみ
【ドラマ】フジテレビ「コンフィデンスマンJP 」
【CF】花王クイックルワイパー
【CF】質庫ぜに屋本店「思い出たち」篇
【CF】マニュライフ生命
　　   「プランアドバイザーという仕事」篇
【CF】ダイワハウスグループ「リブネス」

Abemami1

【CF】SEIYU「安いクセして。」篇
【CF】佐川急便 「和菓子屋の父」篇
【CF】アサムラサキ 牡蠣油
【MV】BAN'S ENCOUNTER
　　　 ショートムービーMV「はじまりの唄」主演
【MAGAZINE】GINZA5月号
【MAGAZINE】Have a nice PHOTO! Vol.28表紙
【MAGAZINE】motto Vol.14表紙

吹越 ともみ Tomomi Fukikoshi2

【舞台】「魔法先生ネギま！～お子ちゃま先生は修行中!～」
　　       近衛木乃香役
【舞台】「刀使ノ巫女」皐月夜見役
【MV】ザ・おめでたズ feat.愛わなび「サマーフリーズ」
【メディア】DIGLE MAGAZINE
【メディア】玄光社「コマーシャルフォト」10月号
【LIVE】2019/1/28 @WWW 
　　　　ザ・おめでたズと一緒にライブ出演決定！

愛わなび I wanna be...3

【ドラマ】TBSテレビ「ブラックペアン」
　　　　  川原昌良役 
【ドラマ】TBSテレビ「下町ロケット」
　　　　  田口拓也役 
【ドラマ】TBSテレビ「花のち晴れ」
【舞台】BQMAP「パノラマスイッチ」主演 江戸川乱歩役
【CF】SMBC日興証券「DISCOVER GOOD COMPANY」篇

鈴木 浩文 Hirofumi Suzuki4

【ドラマ】2019年4月OA開始
　　　　 テレビ朝日開局60周年記念作品
　　　　 倉本聰氏作帯ドラマ劇場
　　　　「 やすらぎの刻～道」青洟役
【ドラマ】TBSテレビ「花のち晴れ」
【ドラマ】日本テレビ「今日から俺は!!」
【CF】リクナビ 2019 「行こうぜ、俺たち」篇
【CF】KONAMI 「ウイニングイレブン 2018」篇
【CF】SONY PS4 「AD山田孝之」篇

若林 元太 Genta Wakabayashi5

【AbemaTV】恋愛ドラマな恋がしたい
【ドラマ】TBSテレビ「花のち晴れ」
【CF】マルハニチロ食品
【CF】京浜急行電鉄 /京急グループ
【MV】行定監督MOROHA「革命」
【舞台】沈黙の朝、鳥の歌が聴こえていた

縣 豪紀 Gouki Agata6

【CF】静岡新聞SBS「屋上」篇
【MV】中川翔子「blue moon」
【映画】大根仁監督「SUNNY強い気持ち・強い愛」
【映画】松上元太監督「JKエレジー」主演 
　　　  2019年1月スラムダンス映画祭ワールドプレミア決定
【舞台】2019年「機動戦士ガンダム00 -破壊による再生-Re:Buil」 
　　　 ソーマ・ピーリス役

希代 彩 Aya Kitai7

【ドラマ】TBSテレビ「花のち晴れ」
【CF】生協の宅配パルシステム
　　   「パルシステムのお料理セット チンジャオロース」篇
【CF】TEPCO「電気、ガス、それからそれから。」
　　   TEPCOのある生活篇
【MV】行定勲監督MOROHA「革命」
【MAGAZINE】Have a nice PHOTO! Vol.27表紙
【MAGAZINE】JINS × PAPIER TIGRE
【メディア】「She is」コラム寄稿

麻絵 Asae8

9
【CF】JR 東海「スマートEX」
【CF】東武鉄道「東京スカイツリータウン」
【CF】LINE Pay
【CF】三菱電機REAL「録画液晶」
【MV】ミッツ・マングローブ「東京タワー」
【PV】短歌のリリックビデオ「Cry」
【PR】NHK「 みんなの聖火リレー」
【WEB】L&HARMONY PUNKDRUNKERS「2018盛夏」

Asami Morita森田 亜沙美

【MAGAZINE】PRESIDENT6月18日号
【MAGAZINE】MEN’S CLUB 6月号
【MAGAZINE】日経Associeベスト版手帳フル活用術
【TV】BSフジ「内田恭子のBeautiful Life ～美女の流儀～」

日髙 利美 Toshimi Hidaka10
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