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小島 みゆ
MIYU KOJIMA

@pina_8_ 7万フォロワー

@_8_miyu 11.6万フォロワー

@ pina_8_ 2.2万フォロワー

2021年K-1ガールズ“キャプテン”として活動中!!
静岡が生んだ〝優しいくびれ女〟小島みゆ!!

：1993年5月12日
：静岡県
：161cm
：B85cm W56cm H85cm S24.5cm 
：B型
：オカルト・ホラー話を聞く・見ること

毎日ゲーム(スマホ・TVゲーム)5時間以上します
：漫画・イラスト・似顔絵を描く事・能
：東京都サッカー協会4級審判員免許（JFA）

乗馬ライセンス5級

生 年 月 日
出 身 地
身 長
ス リ ーサ イ ズ
血 液 型
趣 味

特 技
資 格

講談社よりデジタル写真集 2月22日公開！
「ロンドンハーツ女性芸能人スポーツテスト」に出演！！

★プロeスポーツチーム
「原宿ストリートゲーマーズ」公式ストリーマー
に就任！！

みゆぴなとあそぼ！ 登録者数 1.38万人



マグニファイエンタテインメント株式会社
〒150-0002  東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル 10F   TEL:03-6277-5403 
Manager：関口 MOBILE:080-6670-1017   Mail：sekiguchi@magnify.co.jp
Manager：大待 MOBILE:080-3030-4515 Mail：omachi@magnify.co.jp

【主なメディア 出演経歴】

【 TV 】
・BS12「eスポでドン！」
・フジテレビONE「e-Camp」8/21OA
・テレビ朝日「ロンドンハーツ3時間SP」
・フジテレビONE「いいすぽ！」
・エンタメ～テレ「すみっこオカルト研究所」
・フジテレビONE「オールナイトe! season4」
・フジテレビONE「実話怪談俱楽部」
・フジテレビONE「極雀」
・東海テレビ「eスポLOVE」
・フジテレビ「馬好王国」
・テレビ朝日「ロンドンハーツ」
・フジテレビONE「オールナイトe!」
・DHCテレビ「ニュース女子」準レギュラー
・テレビ東京「ゴッドタン」マジギライ15
・テレビ東京「親愛なるあだな様」
・TBS「オールスター後夜祭！」
・テレビ東京「NIKKEI スタイルオンTV」
・テレビ東京「一夜づけサンデー」
・テレビ東京 「モヤモヤさまぁ～ず(ムチムチさまぁ～ずVSシコシコさまぁ～ず)」
・テレビ東京 「さまスポ！」6月30日、7月7日OA!
・フジテレビ「全力！脱力タイムズ」5月25日放送！
・テレビ東京 「モヤモヤさまぁ～ず(ムチムチさまぁ～ずVSシコシコさまぁ～ず)」
・TBS「水曜日のダウンタウン」八百長企画
・フジテレビ「良かれと思って！」女性芸能人50人！業界の裏側暴露スペシャル
・フジテレビ「佳代子の部屋～真夜中のゲーム会議～」
・TOKYO MX1「内村さまぁ～ず」

・TOKYO MX1「内村さまぁ～ず」
・テレビ東京 「ゴッドタン」10月14日OA
・BSフジ 「橋本マナミのヨルサンポ」
・フジテレビ「今夜はナゾトレ」
・テレビ朝日「お願い！ランキング」
・テレビ東京「紺野、今から踊るってよ」
・テレビ東京「主治医が見つかる診療所」
・テレビ東京「ゴッドタン」
・テレビ東京「液体グルメバラエティーたれ」
・日本テレビ「24時間テレビ」
・日本テレビ「ザ・世界仰天ニュース～秋の 4 時間 SP」
・日本テレビ「踊る!さんま御殿」
・TBS「この差って何ですか？」
・TBS「ランク王国」
・TBS「山里と 100 人の美女～Xmas の女子会！大告白 SP～」
・TOKYO MX「東京オーディション（仮）」
・テレビ埼玉「パチFUN!」準レギュラー
・Jcom「笑福亭鶴光のオールナイトニッポンTV」
・千葉テレビ「女神たちのかようび」
・静岡放送「超ドSナイトの夜」

【 配信番組＆ラジオ 】
・Apex Legendsオンライン大会「第1回 全日本オープンe-Sportsカップ」
・OPEN REC「ステサバ公式生放送「ステ生」第8回
・AbemaTV「Win Ticket 競輪番組」ゲスト出演中
・OPEN REC「グラクロ情報局」レギュラー出演中
・AbemaTV「チャンスの時間」
・Abema＆YouTube LIVE「K-1 AWARDS 2020」
・AbemaTV「チャンスの時間」
・Amazon prime「内村さまぁ～ず」
・AbemaTV「Win Ticket ミッドナイト競輪」
・ GRAPHT 公式生配信「GGGTV」YouTubeLIVE
・「みゆぴなとあそぼう！」YouTubeLIVE
・AKracingプレゼンツ「月イチ生配信」YouTubeLIVE
・ニコニコ生放送「ニコニコQLIVE」MC
・AbemaTV「チャンスの時間」
・ニコニコ生放送「大島てる×松原タニシの事故物件ラボ」
・グラクロ情報局「７つの大罪グランドクロス」準レギュラー
・YouTubeLIVE「TEPPEN」フォーゲーマー公式配信レギュラー
・YouTubeLIVE「みんゴル」公式配信
・AbemaTV「スマホラー」♯0 主演
・オープンレック「ロッシーのたまご」
・オープンレック「荒野55GO!」
・ニコニコ生放送「IDEL HEROES」
・YouTubeLIVE「リボルバーズエイト生配信」レギュラー
・AbemaTV「スピードワゴンの月曜TheNight」オカルト回
・AbemaTV「どぶろっくの金曜TheNight」
・リボルバーエイト クイズMC
・AbemaTV「全日本〇〇グラドル選手権」アビリティーヌ
・ゴルフネットＴＶ
・U-NEXT「クロちゃんのクロパチ」
・ニコニコ生放送「放置少女」
・ニコニコ生放送
「レッド・デッド・リデンプション２ 荒野の24時間ぶっ通し生放送」
・オープンレック「ドキッ！初心者だらけのサヴァスロ生放送！」
・AbemaTV「全日本〇〇グラドル選手権」♯4、陸上回
・DMM競輪配信@平塚競輪場

・イノフェスカップ「ウイニングイレブン2018」アシスタントMC
・マーベラスエンターテイメント「閃乱カグラ」PR動画出演
・「ゲーがく！」ニコニコ生放送 セブンナイツ
・「実況王」AbemaTV
・「ロードモバイル公式配信」YouTubeLIVE
・「MELOS」グラチアカヌー企画
・「怖がりグラドルが幽霊が出ると噂の部屋に一晩お泊り」スカパー935ｃｈ
・「ティアリーTV」準レギュラーMC
・「ゴシップジェネレーション」AbemaTV
・「お願い超選挙 グランドフィナーレ」AbemaTV
・「DreamChallenge マジアゲ」FRESH!
・「ギャンブーカレンダー」ギャンブー
・「ヤングチャンピオンWEB バストヴィーナス」
・「グラカラ」clubDAM
・「ノリケンサンバ」ユーストリーム 準レギュラー
・「ポケラボch」ニコニコ生放送
・「ぶるぺん」ユーストリーム
・「うまみチャンネル」ニコニコ生放送
・「二コクラch」(レギュラー)
・「モンドラch」(レギュラー)
・「炎の転校生」Ａｍａｚｏｎプライム
・「青春エロ」Ａｍａｚｏｎプライム
・「妄想マンデー」AbemaTV
・「お触り禁止」AbemaTV
・「鈴木拓と10人の売れたい女たち」AbemaTV
・「お願い!ランキング」AbemaTV
・「THE NIGHT」AbemaTV ※2017年 9月、10月放送
・「ウルチョイ」ワロップ放送局
・「キトノチ」ワロップ放送局
・「ゲーがく！」ニコニコ生放送
・「グラチアラジオ」渋谷クロスFM 2018年 5月現在も出演中！
・「THE NIGHT」AbemaTV ※2018年 2月放送
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【 DVD 】
・1st DVD 「 はつみゆ 」(2016.6.20) 発売元：ラインコミュニケーションズ
・2nd DVD 「 ミユフィーユ 」(2016.10.28) 発売元：グラッソ
・3rd DVD 「Pure Kiss」（2017.1.20） 発売元：イーネットフロンティア
・4th DVD「夢心地」（2017.4.21） 発売元：イーネットフロンティア
・5th DVD 「miumiu」(2017.12.22) 発売元：グラッソ
・6th DVD 「Perfect Body」(2018.5.18 ) 発売元：グラッソ

【主なメディア 出演経歴】

【 写真集・トレカ 】
・デジタル写真集 講談社
・OVO PLEASANT PRESENT

-Sweet Fashion Art Glamour Model-

・「忍者マッサージ」扶桑社
・「おっぱい図鑑」一迅社
・「ビジュアルウェブ」小学館
・「アイロゴス電子写真集」アイロゴス

【 広告 】
・「Nale」公式モデル
・「アベンジャーズ エンドゲーム Twitter広告」
・「Dine」
・「モバサカ」
・「メリーウェブ」
・「ラコスバーガー」
・「mimi」
・「ブラウンダスト」ゲームアプリ
・「イチナナ」配信アプリ
・「天野産業」
・「Omiai」
・「ナビナビキャッシング」
・「リアライズWEB広告」
・「ウィダーインゼリー」

【 YOUTUBE 】
・「島田秀平のお怪談巡り」
・「原宿STREET GAMER」
・「GO！GO!九ちゃんフィッシング」
・「モンスト公式チャンネル」
・「小島みゆ GamerChannel」

【 PV 】
・「ゴッホの休日」
・「気志團 結成20周年記念アルバム【万謡集】

東京湾大飯店」
・「R指定 クリーピーナッツ新曲MV」
・「ベル ～ジェラシー～」

３ヵ月連続コンセプト第一弾

【 モデル 】
・ランジェリーブランド Nale 専属モデル
・ムラサキスポーツ「2021A/W」
・VOTE MAKE NEW CLOTHES 「2021S/S」
・ムラサキスポーツEC「ボードウェアモデル」

【映画】
・真・事故物件「本当に怖い住人達」2022年公開
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【主なメディア 出演経歴】

【 雑誌 】
・「週刊現代」
・「ピースコンバット」
・「実話ナックルズ」
・「週刊ポスト」
・「FLASH」
・「EXMAX」
・「AGEHA」モデル
・「カーグッズプレス」
・「週刊プレイボーイ」
・「Can Cam」
・「BLENDA」
・「EDGE STYLE」
・「WORLD JET SPORTS」
・「ヤングジャンプ」
・「ヤングアニマル」
・「EXMAX」
・「週刊大衆」
・「カスタムcar」
・「EX大衆」
・「アサ芸シークレット」
・「ドカント」

【 イベント 】
・AJPC SUPER CUP(スーパーカップ) ポーカークイーン
・K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ～よこはまつり～
・RAGE PARTY 2021 powered by SHARP

・神奈川県警「防犯フェス2020」MC
・高田馬場BSホール「東京スタイルTV」
・渋谷パルコGG Shibuya Mobile esports café＆bar「WESGアジア予選決勝」アシスタントMC
・日本大学理工学部 学園祭「eスポーツ サムライスピリッツ」イベントMC
・ウイニングイレブン2020「LooopでんきCUP」イベントMC
・日本経済大学 学園祭「eスポーツPUBG」イベントMC
・東京ゲームショー2019 AKレーシングブース出演
・第三回「eスポーツスターバトルチャンピオンシップ」アシスタントMC
・静岡県eスポーツ国体「ウイニングイレブン」アシスタントMC
・AKレーシングプレゼンツ「霜降りレーシング！」出演
・浅井企画「eスポーツ配信」ウイニングイレブン回 ゲスト
・WESG日本予選サポーター出演
・K-1 AWARDS2018
・KONAMI GEO CHALLENGE CUP2019 ウイニングイレブン
・AKIBA地区企業対抗戦「eスポーツ大会 ロケットリーグ」参戦決定！
・週プレ酒場(1日ママ)
・芸能人eスポーツ大会「EQリーグ」参戦決定！
・TGIF グラドルブース出演
・第二回「eスポーツスターバトルチャンピオンシップ」ウィニングイレブン代表
・赤レンガ倉庫 グラドル横丁
・ビデオゲームトーキョー 原宿店 １日店長！
・リアルカイジGP 2回戦進出
・第一回「eスポーツスターバトルチャンピオンシップ」ウィニングイレブン代表
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