
西原  愛夏

PROFILE
Birth  :   1995年11月17日（24歳） AB型
出身    :   山形県
Size    :   身長161cm   体重46kg
                B.90cm W.58cm H.86cm
                靴のサイズ23.5cm
趣味    :   旅行、映画鑑賞
特特技    :  バレエ
資格    :  歯科衛生士（国家資格）

《 instagram 》 18万人フォロワー
 https://www.instagram.com/manakanishihara/?hl=ja
《 twitter 》 2万人フォロワー
 https://twitter.com/manakanishihara
《 YouTube 》 まなかちゃんねる
hhttps://www.youtube.com/channel/UCwsB-9gQIQxxea9Mz7sMmPw

★現役歯科衛生士として勤務しながら芸能活動を行う

☆日テレシンドラ 『バベル九朔』 石原彩音役

☆映画『グレーゾーン』ヒロイン役 宏洋監督 公開予定

☆abem TV『ミッドナイト競輪』準レギュラー

★歯科衛生士アイドル 西原愛夏ラインスタンプ公表

MANAKA  NISHIHARA

イメージキャラクター
ＤＭＭパチタウン 初代ミスえりぷう
エアリーナイトブラ

ＤＶＤ
1st.  DVD 「 ラブリーサマー 」（グラフィス）3/30 発売中
2nd. DVD 「 マイ サマー レディ 」（エアコン）10/27 発売中
3st.  DVD 「見つめられて 」（エスデジタル） 8/16発売中

TV
テレビ朝日「お願いランキング」 4/16(月）0:50～
OTV「田村幸雄の宮古島０円旅」 3/24(土)16:05～
テレビ東京「たれ」アシスタント 8/14(月)0:12～
CX「刑事ゆがみ」1話 10/12(木)22:00～
MX「あしたのSHOW」アシスタント 9/28(木) 27:40～
チバテレ「サンドイッチマンショー」ゲスト 2011
NNHK「Rの法則」 12/11(月)18:55～
CX「海月姫」４話 1/31（月)21:00～
abemaTV「kakeruTV」9/20（木）21:00～
ゴッドタン sp (2018年8月18日)
千葉テレビ｢muse9｣ (2018年)
TOKYO MX「話題のアプリ ええじゃないか！」(2018年2月15日)
Netflix スナックあいのり 3話 ゲスト出演 

【所属事務所】

株式会社BBE
【担当】

大本
〒151-0071   東京都渋谷区本町1-27-2 TEL : 090-7733-6459

TEL : 03-6276-5683  /  FAX : 03-5355-0932 MAIL : oomoto@bbe.co.jp



雑誌
「 FRYDAY 」(講談社)5/18発売号
「 ＦＬＡＳＨ 」（光文社）5/29発売号
集英社「 ヤングジャンプ 」
集英社「 週刊プレイボーイ 」4/9発売号
「 月刊カメラマン 」 9/20発売号
「 フォトテクニックデジタル 」12/27発売号
「 「 ドカント 」(2018年4月16日

「跳んで埼玉」生徒役にて

ＤＶＤ
1st.DVD「 ラブリーサマー 」（グラフィス）3/30 発売中
2 DVD「 マイ サマー レディ 」（エアコン）10/27 発売中

TV
テレビ朝日「 お願いランキング 」 4/16(月）0:50～
OTV「 田村幸雄の宮古島０円旅 」 3/24(土)16:05～
テレビ東京「 たれ 」アシスタント 8/14(月)0:12～
CX「 刑事ゆがみ 」1話 10/12(木)22:00～
MX「 あしたのSHOW 」アシスタント 9/28(木) 27:40～
チバテレ「 サンドイッチマンショー 」ゲスト 2011
NNHK「 Rの法則 」 12/11(月)18:55～
CX「 海月姫 」４話 1/31（月)21:00～
abemaTV「 kakeruTV 」9/20（木）21:00～
ゴッドタン sp (2018年8月18日)
千葉テレビ｢ muse9 ｣ (2018年)
TOKYO MX「 話題のアプリ ええじゃないか！」(2018年2月15日)
Netflix スナックあいのり 3話 ゲスト出演 

映画
「 天使じゃない！」1＆2中馬ミサ役 4/14公開
「 再恋 」中田圭監督 公開未定
「 リベンジgirl 」 12/23公開

ＷＥＢ
「 まるなげ 」5/18 ＵＰ
Netflix「 スナックあいのり 」２話ゲスト

CM
「 アサヒビール×ブリッツ 」
日本自動車工業会VP
ディズニーハロウィン2017年広告

舞台
『 想い出パレット~乙女の戦、両国場所~ 』主演 4/29～
「 クォンタムドールズ 2017 」 6/20～風組みつ役
「 朗読劇 」2019 

イベント
格闘技イベント「ノックアウト」ラウンドガール 10/4
TIF8/3 アイドル横丁

ラジオ
TOKYO-FM「ピートの不思議なガレージ」 6/2 17:00～
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