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今⼀番「泣ける」グラドル!! TVチャンピオン「泣き⼥王」準優勝!!
どんなシュチュエーションでも30秒で⼤洪⽔「紺野栞」!!

︓1994年10⽉23⽇
︓滋賀県
︓161cm
︓B105cm W67cm H92cm S24cm  
︓A型
︓イラストを描く・映画・漫画・ゲーム・ポーカー
︓カヌー(インターハイ３位 国体９位) 
トロンボーン(歴５年)・早泣き

@shiooo1023 フォロワー数 : 90,000

@shiooo1023 フォロワー数︓129,000

@shiooo1023 フォロワー数︓121,300

★7⽉19⽇発売「週刊プレイボーイ」掲載︕
★Abema TV 3/13 OA

「チャンスの時間」 出演︕
★舞台 無情報本公演Vol.7

「嶺上開花」 ヒロイン役︕
★FC町⽥ゼルビア 初代ゼルビアグラビアクイーン︕︕

⽣ 年 ⽉ ⽇
出 ⾝ 地
⾝ ⻑
ス リ ー サ イ ズ
⾎ 液 型
趣 味
特 技

紺野 栞
SHIORI KONNO

得意のカヌーで「さまスポ」出演!!

「紺野エスカルゴ」登録者数︓44,000
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【 DVD 】
・1st「ミルキーグラマー」 発売メーカー︓⽵書房
・2nd「恋の栞」 発売メーカー︓ギルド
・3rd「純⽩プリン」 発売メーカー︓イーネットフロンティア
・4th「しおりずむ」 発売メーカー︓エアーコントロール
・5th「教えて紺野先⽣」発売メーカー︓⽵書房
・6th「君⾊フレーバー」発売メーカー︓イーネットフロンティア
・7th「ゆるふわ彼⼥」 発売メーカー ︓ギルド
・8th「好きでもいいですか︖」発売メーカー︓イーネットフロンティア
・9th「虹⾊のしおり」発売メーカー︓ラインコミュニケーションズ
・10th「むちふわ」発売メーカー︓⽵書房
・11th「栞曲線」発売メーカー︓エスデジタル
・12th 「栞プリズム」 発売メーカー︓スパイスビジュアル
・13th「S-BODY」発売メーカー︓エスデジタル
・14th「ぷるっとふわっと」発売メーカー︓スパイスビジュアル
・15th「ハウスガール」発売メーカー︓ラインコミュニケーションズ
・16th「保護すぎる姉さんと⼀つ屋根の下」︓エアーコントロール

【 雑誌 】
・「週刊実話」表紙掲載
・「⽉刊エンタメ」
・「実話ナックルズ極ベスト」カバーガール掲載
・「封印発禁TV DX」
・「週刊FLASH」特⼤合併号 テレワーク⽔着
・「実話ナックルズ」
・「EX⼤衆」
・「EXMAX Special」グラビア掲載
・「週刊ポスト」グラビア＆インタビュー掲載
・「キスカ」グラビア掲載
・「ドカント」表紙掲載
・「⾦のEX NEXT」グラビア掲載
・「FLASH」グラビア掲載
・「EXMAX」ポチャドルインタビュー掲載
・「⾦のEX」巻末撮り下ろし
・「FRYDAY GOLD」
・「キスカ」表紙掲載
・「週刊SPA!」グラビアン魂
・「EXMAX」
・「週刊プレイボーイ」
・「週刊⼤衆」
・「ドカント」
・「アサヒ芸能」
・「サーカスMAX」
・「アサ芸シークレット」
・「FRYDAY」アド街ック天国

【 TV 】
・ダンスチャンネル「快汗︕セクシーRunトレ」
・フジテレビONE「いいスポ︕」
・テレビ朝⽇「タモリ俱楽部」
・おふろやさん⽇和２
・DHCテレビ「ニュース⼥⼦」準レギュラー
・MXホラードラマ『ぞくり』主演
・テレビ東京「親愛なるあだな様」
・テレビ朝⽇「埋もれたスターを発掘!!カミヒトエ」
・テレビ朝⽇「お願い︕ランキング〜私って美⼈ですよね︖〜」
・TBS「中居くん決めて︕」
・テレビ東京「TVチャンピオン〜極〜 泣き⼥王 決定戦」
・TVK 「ティアリーTV」
・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「この差って何ですか︖」スタジオ収録
・テレビ東京「さまスポ」カヌー
・テレビ埼⽟「パチFUN!」
・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 1⽉17⽇放送!!
・TBS「この差って何ですか︖」
・TBS「ランク王国」ランキングガール
・テレビ東京「モヤモヤさまぁ〜ず(シコシコさまぁ〜ず)」
・J:com「笑福亭鶴光のオールナイトニッポンTV」
・TBS 「ランク王国」⾁々しいグラドルランキング5位
・TBS 「ダイエット総選挙」
・テレビ東京 「アド街ック天国」越後湯沢の回
・BS朝⽇ 「ハラホリ ぽっちゃり⼥⼦」
・千葉テレビ 「真夜中のおバカ騒ぎ」
【 映画 】
・私だってするんです 兵動光役

【 舞台 】
・無情報本公演Vol.7 「嶺上開花」 ヒロイン役︕
・STRAYDOG 「悲しき天使」アユミ役
・STRAYDOG 「ゴジのラ」ユミ役
・「ぴんすぽ︕」亞久⼾企笑役

【 配信番組・アプリ・YouTube 】
・Abema「チャンスの時間」
・ニコニコ動画「グラ飯」
・YouTube「エキテン」
・YouTube「ボートレース尼崎」

・AbemaTV「ハロプロ＆TikToker記者デビュー︖ゼルサポ⾼校⽣〜ゼルつく#26#27」
・YouTube「グラドルかおりんチャンネル」
・YouTube「エガちゃんねる」
・ニコニコ⽣放送「ニコニコQLIVE」
・ペリスコープ「⿊い砂漠 公式配信」
・CHECK「ライブコマース公式配信」
・FRESH「TiARY TVかまってちゃん︖」コーナーリポート
・YouTube「みゆぴなとあそぼう︕」
・AbemaTV「全⽇本〇〇グラドル選⼿権」柔軟グラドル対決 アビリティーヌ
・AbemaTV「全⽇本〇〇グラドル選⼿権」♯0、♯4、根性グラドル対決
・AbemaTV「DTTV」
・Amazonプライム「内村さまぁ〜ず」
・マーベラスエンターテイメント「閃乱カグラ」PR動画
・第⼀興商「グラカラ」
・MELOSグラチアカヌー企画
・YouTube「シネマンション」
・ワロップ放送局 「アイドルスピリット」
・グラビア学園 2018年 6⽉配信予定︕
・Amazonプライム 「もう狐狗狸さんなんかしたくない♯1」
・KADOKAWA ニコ⽣「グラ飯」準レギュラー
・ゲームアプリ「ウォーソング」
・Amazonプライム 「グラドルを徹底的に泥酔させたら♯１」
・アイロゴス電⼦写真集
・mixi「モンストYouTube」
・ユーストリーム「ノリケンサンバ」
・ニコニコ動画「グラ飯」
・DMM「アイドルフェスティバル サンシャインスターズ」

【 広告 】
・ファイナルファンタジーデジタルカードゲーム
・モバイルレジェンド
・サンロッカーズ渋⾕×渋⾕ハチカレー コラボCM
・サイバーアウル「⽇刊アプリ」
・JRA 「UMAJO編」CM出演
・三井アウトレットパーク 広告
・森永製菓「MOW」TVCMエキストラ

【 イベント 】
・マンガワールド（アシスタントMC）
・秋葉原 E-GST「eスポーツ⼤会 企業対抗戦」
・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︕
・芸能⼈eスポーツ⼤会「EQリーグ」参戦︕
・TIGF グラドルブース出演
・⾚レンガ倉庫 「グラドル横丁」出演
・東京ボーイズコレクション「グラドルランウェイ」⽇本武道館

【 MV 】 ・Only Hip Club

【 ラジオ 】
・滋賀県 FMおおつ レギュラー放送出演

【主なメディア 出演経歴】
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