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結婚相談所サンマリエ 元 AKB48 の倉持明日香さんと 

俳優の東武志さんをイメージモデルに決定！！ 

 

結婚相談所サンマリエ (運営：ハピライズ株式会社、本社：東京都新宿区、代表取締役：林順之亮)は、

2016 年 8 月より新たなイメージモデルとして、元 AKB48 の倉持明日香（くらもちあすか）さんと俳優の東

武志（あずまたけし）さんを起用いたしました。 

現イメージモデルの逢沢りなさんと合わせて、新たなイメージモデルとして倉持明日香さんと東武志さん

を起用することで、新しいサンマリエのイメージ付けと、サービス内容である『月会費 0 円で活動できる結

婚相談所』をより親しみやすく、より多くの方に知っていただくきっかけになればと考えています。 

今後、お 2 人には、サンマリエ公式ホームページや各種広告等のイメージモデルを務めていただき、創業

36 年目となるサンマリエのイメージ向上と独身者の結婚への意識向上に寄与していただきます。 

 

サンマリエ公式ホームページ http://www.sunmarie.com/ 

倉持明日香さん http://www.watanabepro.co.jp/mypage/20000018/ 

東武志さん http://azumapro.wixsite.com/azuma-production 



結婚相談所サンマリエは、ご縁を結び続けて今年で 36 年目を迎えました。 

昨今、ますます加速している晩婚化と非婚化を深刻に受け止め、少子化対策を推進するべく、全国 13 店

舗、47 サテライトを展開しております。 

“担当者によるハンドメイドの出逢い”をコンセプトに現在 2 つのサービスをご用意しています。 

 

今回、新たなイメージモデルとして起用する倉持明日香さんは、清楚で優しく、AKB48 での活動歴もあ

り、若々しく健康的なイメージとして男女問わず高い好感度と知名度を得ています。 

東武志さんは、結婚を意識する世代の男性像と、婚活に取り組み始める世代の男性像として適役と考え

起用に至りました。 

これから結婚を考え、活動を始めようとする幅広い世代の方に“結婚する幸せ”を訴求するために適切な

お 2 人と決定いたしました。 

 

 

●倉持明日香さん プロフィール 

1989 年 9 月 11 日生まれ 

27 歳 

出身地/神奈川県 

 

2007 年「AKB48 第一回研究生（4 期生）オーディション」に合

格し、AKB48 へ加入。 

2012 年には、日本中央競馬会（JRA）主催の「AKB のガチ馬

2 リベンジ」で見事優勝を果たし、 avex より「いつもそばに」

でソロ CD デビューを果たす。また、秋田書店よりソロ写真集

「耳たぶ」を発刊する。 

2014 年、AKB48 チーム B キャプテンに就任。 

2015 年、同グループを卒業。 

2016 年 4 月にスカパー！ プロ野球 PR アンバサダーに就

任。以降、プロ野球を始め、ジャンル問わずスポーツ番組の

ナビゲーター等を積極的にこなしている。 

その傍ら、ドラマや舞台など女優としての活動や、情報番組のお天気コーナー・ラジオ番組のパーソナリテ

ィー・NET 番組の司会等、さまざまなジャンルで活躍中。 

 

＜レギュラー番組＞ 

TBS 「ひるおび」天気コーナー（不定期） 

スカパースカチャン 0（CS800／プレミアムサービス 580） 「プロ野球ワイド」 

AbemaTV 「日本縦断！！美女発見バラエティ日本で一番！カワイイ女の子をこの番組が、決めちゃうゾ



TV」 

Radio NEO・InterFM897 「イモト WiFi presents 倉持明日香のサタデートリップ」 

 

＜ドラマ＞ 

MBS/TBS 「OL ですが、キャバ嬢はじめました」 主演・小泉菜奈子 役 ※Amazon プライム・ビデオにて

独占配信中 

 

＜舞台＞ 

「Honganji」 演出：ウォーリー木下 EX THEATER ROPPONGI・新歌舞伎座・中日劇場（2016） 

「BIOHAZARD THE STAGE」 ヒロイン メアリー・グレイ 役 演出：ヨリコ ジュン EX THEATER 

ROPPONGI（2015） 

 

 

●東武志さん プロフィール 

1978 年 6 月 3 日生まれ 

38 歳 

出身地/埼玉県 

 

俳優としてドラマや舞台、現在は『真田丸』に出演中。流行

のドラマに出演する一方、アクションや殺陣を得意とし、大

河ドラマでも重要な役につくなど俳優として幅広く活躍中で

す。 

 

■2016 年出演 

ドラマ： NHK 大河ドラマ「真田丸」 平岩親吉役で出演 

映画： 「人生の約束」石橋冠監督作品 漁師役で出演 

 

 

 

 

＜ドラマ＞ 

テレビ朝日 「相棒 SEESON14」 第一話 刑務官 役（2015） 

日本テレビ 「ワイルド☆ヒーローズ」 機動隊隊長 役（2015） 

日本テレビ 「ド S 刑事」 警視庁幹部 役（2015） 

NHK 大河ドラマ 「八重の桜」 会津藩士 竹村幸之進 役（2013） 

NHK-BS ドラマ 「塚原ト伝」 鹿島城主 鹿島景幹 役（2011） 



NHK 年末特別ドラマ 「さよなら、アルマ」 山本勝三伍長 役（2010） 

NHK 土曜時代劇 「陽炎の辻 2」 小栗伝内 役（2008） 

NHK 大河ドラマ 「篤姫」 長州藩士 久坂玄瑞 役（2008） 

 

＜舞台＞ 

「士魂 forever」 山南敬助 役（2015.5 新宿シアターサンモール） 

「ハルジオン」 滝本彰 役（2015.2 築地ブディストホール） 

「SPRIT DECISION」 神田挙史 役（2014.6 築地ブディストホール） 

「ぬばたまの淵」 神山喜八郎 役（2011.10 俳優座劇場） 

「ちはやぶる神の国 ～異聞・本能寺の変～」 明智光秀 役（2011.9 俳優座劇場） 

「飛行機雲」 後藤宏明役 アメリカ公演（BRIDGE USA SUMMER FESTIVAL 2011） 

「流れる雲よ」 特攻隊隊長・後藤宏明 役（2006～2012) 

 ※ギャラクシー賞奨励賞作品 

「ぞめきの消えた夏」 田中浩輔 役 (主演） 

 ※民放連賞優秀賞作品（07.3/08.3 杉並区演劇祭参加作品）  

  

＜映画＞ 

「流れる雲よ」(2011) 小栗謙一 監督 

 ※ギャラクシー賞奨励賞作品 特攻隊隊長・後藤宏明 役  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンマリエはこれからも多くの方のご縁を結び、婚姻数の増加や非婚化・少子化対策を進めることで、

豊かな社会作りに貢献いたします。 

 

 

■ 会社概要 

社名： ハピライズ株式会社 （結婚相談所サンマリエ） 

本社所在地： 東京都新宿区西新宿 1‐4‐11 全研プラザ 

代表者： 代表取締役 林 順之亮 

グループ会社： 全研本社株式会社 

グループ総資本金： 10 億 343 万円 

サンマリエ公式サイト URL： http://www.sunmarie.com/ 

 

■ 取材協力 

ブライダルプロデュース： 株式会社 Diamond Designers http://www.diamonddesigners.jp/ 

ヘアメイク： Link Ring http://www.link-ring.com/ 

結婚指輪： 株式会社スガルト http://www.sugarto.com/ 

 

■ お問い合わせ先 

結婚相談所サンマリエ（ハピライズ株式会社） 

TEL： 03-5909-0301 

Email： press@sunmarie.com 


