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08/14（土） 東京都
秋葉原エンタス

小坂井祐莉絵と山田麻莉奈のゆった～りまった～りイベント inアキバ！
ゲストとして長谷川玲奈さん出演 ※参加チケットは販売終了 ニコニコ生放送にて配信有り

08/28（土）11:00 配信 胎内星まつり 2021 ～朗読劇 (VTR出演 )～
http://www.tainai.jp/live/

09/06（月） YouTube
ダイエーチャンネル ダイエー特命宣伝部長 モッくんとのコラボ企画

10/16（土） 新潟県新潟市
新潟市民プラザ他

がたふぇす VOL.12 アンバサダーとして 
10/16 オープニングステージ 10:00～ 10:30/フィナーレステージ (1日目 ) 18:30～ 19:00
10/17 フィナーレステージ (2日目 ) 18:30～ 19:00
※チケット料金、発売方法は未発表10/17（日）18:30

10/30（土）、31（日） 東京都立川市
立川ｽﾃｰｼ ｶ゙ﾞー ﾃ ﾝ゙

電音部 1st LIVE -Make Waves-
https://denonbu.jp/1st_live/  ※チケット先行抽選申し込み開始

イベントなど

Webサイト、各種 SNSの発信をまとめたものです。今後変更となる場合もございます。正式な情報はイベント開催元から発信される最
新情報をご確認ください。QRコードは Google Rens等のアプリで読み取るとジャンプできます。 2021.08.10

新潟放送 (BSN)
毎週日曜 19:30 ラジオ 長谷川玲奈の会いにきなせや  #せばまんず

お便りは公式 Twitter @nezu_pon_radioのヘッダのリンクから。ぽんチャンネル (ニコ動 )でアーカイブ聞き放題！

InterFM897 
毎週日曜 05:30 ラジオ ライト プレゼンツ ゴルフ一刀両断 #ゴルフ一刀両断

中村龍明プロ、近藤雄介さん、長谷川玲奈さん

毎週水～日 18:00 Youtube
ひゅーすた

ひゅーすた ～ヒューマンアカデミースター育成チャンネル～
長谷川玲奈さんがヒューマンアカデミー声優 /漫画専攻特待生として各々の夢を叶えるプロセスを発信

随時 Youtube
ダイエー公式

ダイエー公式チャンネル  モッくん役
Vtuber「ダイエー特命宣伝部長 モッくん」 としてコンテンツの配信中

ラジオ・配信 ( レギュラー )

CD・雑誌・その他
09/30（木） 発売予定 声優パラダイス R Vol.44
08/04（水）Vol.1
09/03（金）Vol.2
10/06（水）Vol.3

発売予定 恋と呼ぶには気持ち悪い (Blu-ray)

2022年 TVアニメ 邪神ちゃんドロップキック X　アトレ役
「恋と呼ぶには気持ち悪い」、「さよなら私のクラマー」など出演作品は配信サイトで視聴可能です。

アニメ

13:30
16:30

10:00
18:30



テレビ・ラジオ

2021/02/03 エレメントシスターズ 4分の 1の魔法　ベリーナ役、他 https://store-tsutaya.tsite.jp/item/rental_dvd/084768184.html

2020/07/24 エルフと不思議な猫 / アンジェラ https://www.amazon.co.jp/dp/B088YX4YZ7

2020/06/19 マジック・ワールド ビーストと闇の支配者 / フェイの母 https://www.amazon.co.jp/dp/B088Y9CX2Q

2020/03/11 エンド・オブ・ナイトメア / アントン母 https://geo-online.co.jp/store_info/item/1389465/

2020/01/22 ソウル・コンタクト / アリサ https://geo-online.co.jp/store_info/item/1387103/

2019/09/18 ラン・アウェイ　香港脱出 / 秀平 https://geo-online.co.jp/store_info/item/1378156/

アニメ / 劇場・外画アニメ / コミック系
2021/06 映画さよなら私のクラマーファーストタッチ / https://sayonara-cramer.com/movie/

2021/04～ 06 さよなら私のクラマー /加古川香梨奈 https://sayonara-cramer.com/tv/

2021/04～ 06 恋と呼ぶには気持ち悪い /天草理緒 https://koikimo.jp/

2021/01～ 03 WIXOSS DIVA(A)LIVE/Card Jockey 犬宮羅々 (WOLF) http://wixoss-diva.com/

2020/04～ 06 邪神ちゃんドロップキック ʼ (第 9話 ) / 職員 http://jashinchan.com/

2020/01～ 03 理系が恋に落ちたので証明してみた。 / 女子Ｃ https://rikekoi.com/

2020/01～ 03 ダーウィンズゲーム / プレイヤー女Ｂ https://darwins-game.com/

2020/04/29 ビッグ・ウィッシュ 魔法に願いを /ソフィア https://www.amazon.co.jp/dp/B0833XJZL2

2020/04/29 トイズ &ペット みんなで未来へ大冒険 / タイムボット https://www.amazon.co.jp/dp/B0857B5BGZ

2019/11/25 ポロロ 雪の妖精村大冒険 / (主人公 )ポロロ https://pororo-net.com/

2019/11/24 サンタ・カンパニー クリスマスの秘密 http://santa-company.net/

2019/08/24 ディリリとパリの時間旅行 / カミーユ・クローデル https://child-film.com/dilili/

2021 ここからはオトナの時間です。 https://www.youtube.com/watch?v=vrwGM1kajHk

2020 タイムスリップオタガール (モーションコミック ) https://youtu.be/0LPfA3l0-BY

2019 蛇道スナイパー (1話試し読み動画 ) / (主人公 ) 糸魚川新太 https://www.younganimal.com/title/jadou/

2019/09～ 11 札幌乙女ごはん。 / 関このみ https://sasaru.media/writer_profile/profile.html?no=w027

外画 日本語吹き替え

ゲーム

2021/06/20 フジテレビ ジャンク SPORTS
2021/05～ ベルク CMナレーション
2021/04～ InterFM897 ライト プレゼンツ ゴルフ一刀両断 https://www.interfm.co.jp/golf

2021/03～ 05 Anium 『長谷川玲奈の『晴れ、時々破天荒。』』 https://radio.anium.jp/program/haretoki/

2020/10～ BSN新潟放送　『長谷川玲奈の会いにきなせや』 https://twitter.com/nezu_pon_radio

2020/10～ 12 JOCRラジオ関西『長谷川玲奈の radioclub.jp』 http://anitama.com/radioclub/

2020/04～ 07 CM ただよび
2020/02/06 NHK新潟『新潟ニュース 610胎内スペシャル』 / ゲストMC
2019/09/06 NST新潟総合テレビ  『大好き !にいがた !』 /番組ナレーション
2019/07～ 12 千葉テレビ 『行列たまご』 / レギュラーMC http://gyoretsu-tamago.com/

2019/10
～ 2020/09 BSN新潟放送　『ねづっち、長谷川玲奈の声優さん整いました』 https://twitter.com/nezu_pon_radio

2019/07/29 MBS 毎日放送 小説家になろう Presentsラジオドラマやってまー
す！ 「ルビーのジャム」 / 子熊役ほか https://www.mbs1179.com/novel/

2021/04/22～ デスティニーチャイルド / ドリュアス
2019/09
～ 2020/05 Q&Qアンサーズ / 封神演義 王貴人 、グリム童話 眠れる森の美女

2019/08/27～ 獅子の如く / ねね
https://shishi.6waves.jp/

出演履歴

その他

2020/06/28～
電音部 ハラジュクエリア 神宮前参道學園 犬吠埼紫杏役
1st Mini Album 「New Pallet」  ソロ曲：good night baby (feat. Moe Shop) 
MY NEW GEAR presents 電音部 Remix02 HARAJUKU

2020/01/08 IDOL舞 SHOW X-UC  掛川こころ役  http://idolbushow.com/
CD: 1st  「カレント・ザナドゥ」  2nd 「Papier Mache IDOL」ドラマ CD:「IDOL舞 SHOW エピソード ZERO」

2020/04/24 ランチタイムはじめちゃった。 /  屋敷芽依役
https://www.amazon.co.jp/dp/B084S2ZX4B/

2019/12/29～ 第一興商 LIVEDAM Ai  あにそんボーカル本人映像 (4480-39)
2019/09～ ダイエー キャラクター「モッくん」

https://www.youtube.com/channel/UCVW10hNbykXxmCZbukTUn2Q

2019/08/12 ドラマ CD 「ちゃんおぷ学園アイドル部。」
https://shop.comiczin.jp/products/detail.php?product_id=39772

2018/01/20 ミッドナイト・バス（邦画） / 木村沙智子役
http://midnightbus-movie.jp/


