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「ベネッセコーポレーション・進研ゼミ小学講座 赤ペン先生篇」母親役 放映中

生年月日 1983年4月21日 37歳
出身地

神奈川県横浜市

サイズ

身長163㎝ 48kg B83 W65 H88

特技

日本舞踊、ヨガ

お仕事の依頼はこちら
http://diva-management.com/contact/

小深山

菜美

《主な出演作品》
映画
「金子雅和監督作品集」（’18） 主演
「ぼくたちは上手にゆっくりできない／安達寛高監督作品」（’ 15）
「僕たちの家族／石井裕也監督作品」（’14）
出演：妻夫木聡・池松壮亮・原田美枝子・長塚京三、黒川芽以
「夜が終わる場所／宮崎大祐監督作品」（’12） 主演
※トロント新世代映画祭：特別賞
※2012 年 9 月 22 日～渋谷ユーロスペースにて公開！
※ルーマニアのトランシルヴァニア国際映画祭のコンペティション部門にて上映
※Madrid International Film Festival（マドリード国際映画祭）にて正式上映
※Madrid International Film Festival（マドリード国際映画祭）の外国語部門 助演女優賞に
ノミネート！
※カナダ・モントリオール『Festival du nouveau cinema』Panorama International 部門にて
正式上映
※ブラジル『サンパウロ国際映画祭』「COMPETITION NEW DIRECTORS」部門にて正式上映
「MORE／伊藤丈紘監督作品」（’11） 主演
※東京藝術大学映像研究科 作品
「ZERO NOIR／伊藤丈紘監督作品」（‘10）
※東京藝術大学映像研究科 作品
「葉子の結婚-木曜日-／長島君江監督作品」（オムニバス作品）（‘09） 主演
※2009 年 11 月アテネフランセ文化センター、12 月名古屋シネマテークにて上映
「how insensitive／伊藤丈紘監督作品」（‘09） 主演
※東京藝術大学映像研究科第５期生 作品
「失はれる物語／金子雅和監督作品」（’09） 主演
※２００９、２０１０年 公開
「こなごな／金子雅和監督」（‘09） 主演
※２００９年 10 月 3 日より 11 月 6 日までの 5 週間、渋谷アップリンクＸ にて公開
「鏡の娘／金子雅和監督作品」（‘09） 主演
※２００９年６月渋谷アップリンク・ファクトリー他にて公開
「てのひらの岳／畑亜希子監督作品」（’09） 主演
※神戸芸術工科大学・映画専攻 短編映画上映会『Short Fiim Fes. 2008 』
「一周忌物語／安達寛高（乙一）監督作品」（’08）短編 主演
※2009 年 9 月 26 日（土）～10 月 9 日（金）渋谷 ユーロスペースにて 2 週間限定レイトショー
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《主な出演作品》
映画
「Ｙｏｕｒ Ｓｏｕｎｄ／奥田寛監督作品」（’０８） 短編 主演
※ SSFF（ショートショートフィルムフェスティバル）ASIA 2008 JAPAN 部門 オーディエンスアワード受賞
※ '０８年６月ラフォーレミュージアム原宿公開 ６月横浜ブリリアショートショートシアター公開
※ 韓国のアシアナ国際短編映画祭のインターナショナル部門にノミネート2008 年 11 月 5日～10 日
※ 「第 4 回山形国際ムービーフェスティバル 2008」
「龍宮／太田信吾監督作品」（’07） 主演 役柄 石川エリカ
‘０７年１２月早稲田大学大隈講堂公開 出演:宮本大誠・森みつる・宮川浩明・なるせ華
'０８年４月トゥーロン（仏） ロンドン（英）にて公開
「岸和田少年愚連隊 女番哀歌（スケバンエレジイ）／宮坂武志監督作品」 （’07） 役柄 おすみ
出演 竹内力・桜塚やっくん・山口祥行・小沢和義・遠藤憲一
「黄昏モメント／牛畠早映監督作品」（’06）*Movies-High7 主演 役柄 涌井雨
‘０６年１２月東京国際フォーラム公開 出演:段野陽介・出野泉花・中島由紀子
「Ｃｏｌｌａｒｓ／柿本ケンサク監督作品」 （’06）
‘０６年７月渋谷シネ・ラ・セット公開
出演:村上淳・松岡俊介・高野八誠・光石研・目黒真希・渡辺真紀子
「水の睡り／栩兼拓磨監督作品」 （’06） 役柄 美貴
‘０６年６月渋谷ユーロスペース公開 出演:佐藤智幸・藤崎ルキノ・太良木健・原田果奈
「ひかりのくに／児玉和土監督作品」 （’06） 役柄 遠山順子
‘０６年２月大阪・梅田ＨＥＰ ＨＡＬＬ公開 出演:吉岡睦雄・遠藤祐美・藤川俊生
※ Osaka Weird Sonata 香港芸術センターにて
※ TAMA CINEMA FOURUM 第 8 回 TAMA NEW WAVE コンペティション
※ 第８回ハンブルグ日本映画際（ドイツ）2007 年 5 月 16 日～5 月 20 日
※ オスカリアダ・インディペンデント映画祭（ポーランド）2007 年 4 月 22 日
「楳図かずおの恐怖劇場 ～ 蟲たちの家 ～／黒沢清監督作品」（’０５）
'０５年６月渋谷ユーロスペース公開（出演：西島秀俊・緒川たまき・内田朝陽・しらたひさこ）
「模倣犯／森田芳光監督作品」（’０２）
'０２年６月全国東宝系公開(出演:中居正広・藤井隆・津田寛治・木村佳乃・山崎努)

ＴＶ
ＴＢＳ
ＮＨＫ
ＮＴＶ

「日曜劇場『Ｓ-最後の警官-』第３話」
「タイムスクープハンター シーズン 3 ＃05」
「史上最悪の超ＩＱ犯罪～美女連続殺人“ 模倣犯” の謎～」
「サイコメトラーＥＩＪＩ２＃１」
ＴＸ
「若菜の女塾」'01.10～1 クール
レギュラー
中国国営放送 「ピンクレディ／中国台湾合作ドラマ」
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「《主な出演作品》
ＣＭ
「ベネッセコーポレーション・進研ゼミ小学講座 赤ペン先生篇」 ‘20.2～’20.8
「京セラ／企業 太陽光発電システム」'16.5～’20.4
「全国労働者共済生活協同組合(全労済)」'15.5～終了
「新日本製薬／ヨクイニン SH 錠」'15.3～'16.6
「ホーメルフーズ／スパムポークランチョンミート」'10.1～終了
「LIXIL／イーアールエージャパン」'15.1～終了
「日産/ＤＡＹＺ」'13.5～2 クール
「アサヒフード＆ヘルスケア/一本満足バー」'13.1
「サントリー／BOSS 贅沢微糖～空港篇～」‘12.5～１クール
「花王／リセッシュアロマチャージ」‘11.9～１クール
「ＡＣジャパン／４０周年記念全国キャンペーン～公共心～」‘11．７～1 年間
「コーワ／トメダインコーワフィルム～止田さんは、トメダイン篇～」‘10.7～‘13.7
「ジェットスター航空・企業」'07.1～4 クール
「ファミリーマート・スイーツストーリー ～赤じゅうたん篇～」'06.8～4 クール
「ソニー損保・自動車保険 ～事故対応篇～」'05.5～4 クール
「エステー化学・Ｆｅ－ｃａｎ」'02.12～4 クール
「ＴＯＹＯＴＡ・ファンカーゴ」'02.8～2 クール
「村田製作所２０００・企業～携帯 電 話 フ タ マ タ は ダ メ よ 篇～」 ' 99.12～4 クール
新聞広告
朝日新聞 Anetis（アネティス）2019 秋号表紙
WEBドラマ
「ＨＯＮＤＡ オートテラス」 『10 年目の選択』（ 2 0 1 7 年 ）
「ＮＥＣ／Ｌui ～Lui でノートＰＣダイエット～」
「ＪＲ西日本「さよなら０系新幹線キャンペーン」＋馬場俊英「君がくれた未来」ＰＶ」

お仕事の依頼はこちら
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