紺乃千鶴
出身:宮崎県
趣味：国内旅行、寺社仏閣・美術館巡り、和物を愛でる
特技：フルート、弓道
経歴
2006 年 4 月

マウスプロモーション所属

2011 年 4 月

オフィス CHK

2016 年 3 月

フリー

2020 年 11 月

所属

グリーンノート業務提携
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※オーディオブック制作

HP：
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site

https://konno-chizuru.com

mail： info@konno-chizuru.com

TM-280

Adobe Audition2020

ヘッドフォン/

紺乃千鶴

UR12C

ko.chizuru@gmail.com

出演作品
ナレーション
・ TVCM 「ゲーミング PC ガレリア」
・ TVCM 「Yaman 美顔器フォトプラスシリーズ」
・ TVCM 「日本平ホテルウェディングフェア２０２０」
・ TVCM 「ONE LIVE with ネスカフェアンバサダー」
・ TVCM 東京ディズニーランドバンド「オールザットブラス」
・ TVCM クレモンティーヌ「シングス・ディズニー」
・ TVCM SYMPHOBIA アルバム「Noc-Turn」
・ TVCM DJ MAYUMI 「A-TTENT↑ON mixed by DJ MAYUMI」
・ TVCM an「はたらくえすと」
・ BS フジ「ザ・ビートルズサージェント・ペバーズ」50 周年記念
・シネアド CM 「アナと雪の女王 2 セガプライズ」
・ Web 番組「ワーナーミュージック・ジャパン A 会議室」(111 回～最終回)

MDR-CD7506
音源編集

経歴５年

・ Web CM「いい部屋ネット

大東建託」

・ Web CM「イソジン

うがい薬

2021 販促」

・ Web CM「食べログ

プロモーション」

・ Web CM 「SAVAS 渡嘉敷来夢 ver」
・ Web CM 「SAVAS 太田りゆ ver」
・ Web CM 「ワールド北斎アワード in 墨田区」
・ Web CM 「企業向けプラットフォーム Pando」
・ Web CM 「ローンポータル」
・ Web CM 「髪質改善美容室ディアーズ」
・ Web 動画「東京コンサルタンツ」
・ Web 動画「マグチャリ LIVE チャリティー解説」
・ Web 動画「横浜市 COVID-19 防災研修用動画」
・ Web 動画「神奈川県医科歯科大学」
・ Web 動画「３DS ゲーム G１グランプリ」
・ Web 動画「GROUP IMD」2015 年、2016 年、2019 年
・ Web 動画

３DS ゲーム「G１グランプリ」

・企業 VP 日本郵船
・企業 VP ダイセル・エボニック
・企業 VP ジャパンクリエイト wedding
・企業 VP 日本クラウン
・企業 VP メリーチョコレートカムパニー
・企業 VP エゴスキュー
・企業 VP 武蔵野ユートピアダイアナクラブ
・企業 VP

すがも信用金庫

四の市

・ e ラーニング「プロメテック・ソフトウェア」レギュラー
・ e ラーニング「天の川クリニック検査説明」
・教科書用 DVD「音楽楽器について」
・教科書用 DVD「能について」
・フィットネス DVD 「KARAtheFIT」
・ GEO 店頭用宇多田ヒカルアルバム「ファントーム」

ほか多数

映像
・「東京海上日動事務アウトソーシング」
・「経営管理データ分析講座」

解説動画出演・ナレーション

・「サイボウズクラウドＬＩＶＥ」
・「新美の巨人たち」

求人セミナー出演・ナレーション

紹介動画出演・ナレーション

乳母役エキストラ

外画
・ストリート・レーサー

ファイナル・バトル(スィーネ)

ヒロイン

・ケイジャンお宝鑑定団ポーンスターズ（タミー・デラムス）
・アメリカンピッカーズ(ローレン他)

準レギュラー

ヒロインレギュラー

・ THE

EVENT(ルウ医師)

準レギュラー

・ブラッディ・ウェポン(リポーター役)
・ THE BLACKLIST/ブラックリスト(CA)
・メーデー！
・ DMC ビヨンド・マジック
・恕の人(子貞)
・絶対彼氏
・コールドケース
・ミディアム
・ＣＳＩ

第４シーズン(若いヘレン)

第２シーズン

第６シーズン

・名探偵ポワロ※NHK 版追加吹き替え分

ほか多数

ゲーム
・ストリートファイターオンライン

（バイチョウフ）

・ CHAOS;HEAD
・降魔霊符伝イヅナ 弐（キキョウ、ヤクモ、スズリ、他）
・悠久の車輪（女召喚士、舞姫サーラ、他
・偽りの輪舞曲(ルキア、他)
・トワイライトシンドローム（西原エリ）
ボイスドラマ
・「カカオ 79％」(翼の母)
・「うちの娘の為ならば俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない」(先生)
・「不実な恋ならたまらない」(松園恭子、チビら王)
・「君知るや運命の恋」(女中)
・ VOMIC「ヘタコイ」(野島那智)
・ VOMIC「スイッチガール」
司会 MC
・それからデザイン

アワード 2020 企業イベント MC

・レボルシー企業イベント MC
・イオンモール富津
・小田原コロナ
・板橋イオン

イベント MC

イベント MC

絵本読み聞かせ

MC

・プロメテック企業イベント MC
・式町水晶インディーズデビューコンサート影ナレ
・日伊舞台芸術協会オペラハイライト
「マノンレスコー・トゥーランドット」 「蝶々夫人」「ラ・ボエーム」(舞台ナレーター)
ラジオパーソナリティ
・メディアファクトリー「もぎたてあっぷるぱい」美月役

メインパーソナリティ

