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絵本の読み聞かせ・バスケットボール

保育士資格・幼稚園教諭資格

■ヤングジャンプ・週刊プレイボーイコラボ企画

　「グラビア JAPAN」　初代　準ブランプリ受賞

■夕刊フジ「ZAK THE QUEEN 2008」

　準グランプリ受賞

■ヨネックスオープンジャパン 2008

　「スマッシュクイーン」

■2013.03 DVD 発売「大切なことを教えて」（竹書房）

■2012.11 DVD 発売「優しい微熱」（ﾗｲﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）

■2012.07 DVD 発売「いけない恋」(ｲｰﾈｯﾄ･ﾌﾛﾝﾃｨｱ)

■2012.01 DVD 発売「甘い時間」（d-BOMB）

■2011.04 DVD 発売「優しいあや先生」（竹書房）

■2011.01 DVD 発売「南国果実」（ﾗｲﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ）

■2010.06 DVD 発売「綾色片思い」（ｲｰﾈｯﾄ・ﾌﾛﾝﾃｨｱ）

特技

ブログ：「綾のち晴れ」http://ameblo.jp/ayahare/

日テレジェニック 2010



Aya Takigawa 滝川 綾
ＴＶ◆ EX｢ゴッドタン」　2013.2  出演

         EX ｢ゴッドタン｣　2012.9.22  出演

         EX ｢ゴッドタン｣　2012.8.18  出演

         NTB「週末にしたい 10 のこと」　2011.8 ～　レギュラー出演

　　　BS フジ「あそびにマジメ」　2011.4 ～ 12 レギュラー出演

　　　CX　 ｢スクラップ！全国Ｂ級ニュースファイル ｣  2011.12.23   出演

         TX　 ｢ドライブＡ GO! GO! ｣  2011.11.27   出演

　　　NTV「週末にしたい 10 のこと」　2011.07.23　ゲスト出演

　　　NTV「週末にしたい 10 のこと」　2011.07.16　ゲスト出演

　　　NTV「週末にしたい 10 のこと」　2011.07.01　ゲスト出演

　　　NHK ｢仕事ハッケン伝」　2011.6.12　ゲスト出演

　　　CS 日テレプラス「アイドル☆リーグ」　2011.06.10　ゲスト出演

         NHK ｢仕事ハッケン伝｣　2011.05.26 ゲスト出演

　　　NTV ｢icon｣　2011.05.16 出演　

　　　TBS ｢サンデージャポン｣　2011.04.17 ゲスト出演

　　　TBS ｢サンデージャポン｣　2011.04.03 ゲスト出演

　　　TBS「サンデージャポン」　2011.03.20 ゲスト出演

　　　TBS「サンデージャポン」　2011.02.27 ゲスト出演

　　　TBS「サンデージャポン」　2011.02.06 ゲスト出演

　　　TBS「サンデージャポン」　2011.01.23 ゲスト出演

　　　NTV「世界一受けたい授業」　2010.10.09 出演

　　　NTV「中井正広のブラックバラエティ」　2010.10.03 出演

　　　NTV「ウケウリ !!」　2010.10.01 出演

　　　スカパー 139ch「アイドル☆ファイル」　2010.10　出演

　　　NTV「中井正広のブラックバラエティ」　2010.09.12　出演

　　　NTV 「イメ × ドキ」　2010.08.14　出演

　　　TBS「紳助社長のプロデュース大作戦 !」　2010.8.3 出演

　　　NTV「小熊のベア部屋」　　2010.8.2 出演

　　　CS 日テレプラス「 アイドル☆リーグ」　2010.7.21 出演

　　　NTV 「ショーバト」　2010.7.21 出演

　　　NTV「PON ！」　2010.7.12　出演

　　　NTV「DON ！」　2010.6.22　出演

　　　NTV「PON ！」　2010.6.22　出演

　　　NTV「スッキリ！！」　2010.6.22　出演

　　　NTV「ズームイン！ SUPER」　2010.6.22　出演

　　　NTV 「アイドルの穴　～日テレジェニックを探せ！」　2010.4 ～レギュラー

         CX「最後の約束」　2010.01.09

　　　スカパー 275ch「キラカワ☆プリンセス TV」レギュラー出演

　　　CX「￥遊会」　出演

　　　CX「ジャンクスポーツ」

　　　CX「志村けんのだいじょうぶだぁⅡ」　コーナー出演

舞台◆「死神姫の再婚」　全労済ホール / スペースゼロ　2013.03.13 ～ 17

         「Just  You  and  me」  中目黒ウッディシアター　201110.28 ～ 30　

　　　「OH! HAPPY DAY」　新宿・シアターサンモール　主演　2011.5

　　　「DUO」　恵比寿・エコー劇場　主演　2010.6

ＣＭ◆任天堂 DS「幸ちゃんの幸せレシピ」　2008

　　　カゴメ「野菜生活」　2008

　　　メガネスーパー　2008

　　　ハウスフルーチェ　2008

　　　花王ケープ　2008

WEB◆宮澤正明写真館　　2011.6 ～　掲載

　　　乙女学院 『ビジュアルウェブＳ』 2009.01.23 入学

　　　エキサイキング　2009.04.28 ～　掲載　

　　　excite. 壁紙　2008

雑誌◆「SPA」　グラビアン魂　　2013.05.21　発売号

　　　「カスタム CAR」  2013.2 発売号表紙・巻頭・巻中掲載

　　　「アサヒ芸能」　2012.12 月号

　　　｢週刊実話｣　2012.12 月号

　　　｢BOMB｣　 2012.2 月号

　　　｢BOMB｣　 2012.1 月号

         「Get Navi」　2012.１月号

　　　｢BOMB｣　 2011.12 月号

　　　「週刊プレイボーイ」　2011.11 月号

         「BOMB」　2010.10 月号

　　　「決定版 XX」　2010.10 月号

　　　「週刊実話」　2010.6.24　発売号

　　　「ヤングジャンプ」　2010.6.17　発売号

　　　「ヤングチャンピオン烈」　2010.6.15　発売号

　　　「FLASH」　2010.4.6　発売号

　　　「EX 大衆」　2010.3.15　発売号

　　　「週刊ヤングジャンプ」　2010.3.4　発売号

　　　「週刊ヤングジャンプ」　2009.11.26　発売号

　　　「週刊プレイボーイ」　2009.11.09　発売号

　　　「週刊ヤングジャンプ」　2009.11.05　発売号

　　　「BLT」　2009.11.01　発売号

　　　「仰天」　2009.10.25　発売号

　　　「CIRCUS」　2009.10.10　発売号

　　　「BLT」　2009.10.01　発売号

　　　「週刊ヤングジャンプ」　2009.09.24　発売号

　　　「プレイボーイ」　2009.08.03　発売号［表紙］

　　　「週刊ヤングジャンプ」　2009.07.30　発売号［表紙］

　　　「フォトテクニック」　2009.07.01　発売号

　　　「週刊ヤングジャンプ」　2009.06.04　発売号

　　　「プレイボーイ」　2009.06.01　発売号

　　　「週刊ヤングジャンプ」　2009.05.28　発売号

　　　「FLASH」　2009.03.31　発売号

　　　「XX」　2009.03.01　発売号

　　　「FＬASH」　2009.03.18　発売号

　　　「SPA!」　2009.01.13　発売号

　　　「SPA!」　2009.01.06　発売号

　　　「XX」　2009.01.01　発売号

　　　「MAX」　2009.01.01　発売号

　　　「EXciter」　2008.12.29　発売号

　　　「EYE SCREAM」　4P 掲載

　　　カメラマン：藤代冥砂

　　　「月刊　アニバーサリー」　2P 掲載

　　　「フォトテクニック」　掲載

　　　カメラマン：村尾マサミ

　　　「Chu ッ ! スペシャル」　2008.11.29 表紙

　　　巻頭グラビア 5P　カメラマン：藤代冥砂

　　　「ヤングマガジン」　2008.11.17　発売号

          人気投票 1 位　巻末グラビア

写真集◆「Tokyo slits」  発売

新聞◆「夕刊フジ」　2009.12.1　発売

　　　「産経スポーツ」　2008.10.18　発売

ラジオ◆「細川茂樹　SBS で行こう！」　2010.5.29 出演

その他◆第一興商「グラカラ」　2009.05 カラオケ配信

　　　　「THE　OUTSIDER」ラウンドガール　出演
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