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「続・最後から二番目の恋」（1 話・おばさん 2 役）
ＣＸ
「ウルトラマンギンガＳ」（11 話・住民役）
ＴＸ
水曜ミステリー9「監察医 篠宮葉月 死体は語る 15 」
（谷美佐江役）
ＴＸ
｢ＳＴ 赤と白の捜査ファイル｣（8 話・近所の主婦役）
ＴＢＳ
木曜ドラマ｢ゼロの真実～監察医・松本真央 15～｣（主婦 2 役）ＥＸ
金曜ロードショー「ラストコップ」（隣家のおばさん役） ＮＴＶ
「ＨＥＡＴ」 （第 1 話・看護師役）
ＫＴＶ
金曜ﾅｲﾄﾄﾞﾗﾏ「サムライせんせい」（1 話・下平康子役）
ＥＸ
「世にも奇妙な物語 25 周年記念！秋の 2 周連続 SP」
傑作復活編（大家役） ＣＸ
｢逃げる女｣
（2 話・田島すみ子役）
ＮＨＫ
このﾐｽﾃﾘｰがすごい！2015 ﾍﾞｽﾄｾﾗｰ作家からの挑戦状
｢ポセイドンの罰｣（遙子の母役）
ＴＢＳ
「警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～」
（4 話・諸岡里美役）
ＴＸ
土曜ワイド劇場「家裁調査官 山之坊晃」（仲西康代役）
ＥＸ
土曜ワイド劇場「ショカツの女 12」（大家役）
ＥＸ
「家売るオンナ」 （第 1 話・大佐古妻役）
ＮＴＶ
月曜名作劇場「特命！保険調査員 赤宮楓の事件簿｣
（篠野役家政婦役）
ＴＢＳ
「ON 異常犯罪捜査官・藤堂比奈子」
（3 話・ﾏﾝｼｮﾝ管理人役）
ＣＸ
「ママゴト」（6 話・バスの女性客役） 中田秀夫監督 ＢＳプレミアム
「地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子」（6 話・カラオケ主婦１） ＮＴＶ
「忠臣蔵の恋」（17 話～20 話・岩倉役）
ＮＨＫ
「犯罪症候群２」（２話・彩音の祖母役）
ＷＯＷＯＷ
「ブランケットキャッツ」
ＮＨＫ
「ハロー張りネズミ」（６話・近所の主婦役）
ＴＢＳ
「アンナチュラル」（２話・おばちゃん役）塚原あゆ子監督
ＴＢＳ
「ミス・シャーロック」（４話・祈祷師役）瀧悠輔監督
ＨＵＬＵ
「アイズ」（２話・女将役）
ＢＳスカパー
「おっさんずラブ」（１話・管理人役）瑠東東一郎監督
ＥＸ
「特捜ナイン」（７話・女将役）
ＥＸ
「ｄｅｌｅ」(7 話・管理人役)
ＥＸ
「主婦カツ！」(1 話・スーパーの主婦役)鈴木浩介監督
ＮＨＫ
終着駅シリーズ「荒野の証明」（好子役）
ＥＸ
「人生が楽しくなる幸せの法則」(６話・おばあさん役)菊川誠監督ＮＴＶ
「家売るオンナの逆襲」（荒牧いし子役）山田信義監督
ＮＴＶ
「大全力失踪」（3 話・お遍路おばあさん役）長沼誠監督ＢＳプレミアム
「ＳＣＡＭ」（1 話・老婦人役）
ＭＢＳ
「警視庁ゼロ係」（2 話・おばちゃん役）
ＴＸ
「リーガルハート～いのちの再建弁護士」（4 話・掃除のおばちゃん役） ＴＸ
「ひみつＸ戦士ファントミラージュ」（21 話）
ＴＸ
「盤上の向日葵」（3 話・柿沼役）本田隆一監督
ＢＳプレミアム
「ハゲしわしわときどき恋」（二宮役）山岸聖太監督
ＥＸ
「恋は続くよどこまでも」（1 話・渡辺照子役）田中健太監督
ＴＢＳ
Ｃ
Ｆ
Panasonic
東レ シルック
日本生命
トーヨーライス金芽米
小林製薬
イーオン
ａｕ
オリックス生命
レミントン
大王製紙 エリエール
クリエイトＳＤ
ライオン ナノックス
ほか
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詳細・動画はこちらから。
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http://bit.ly/2pfthMn

生年月日：１９４８年１２月２５日
出
身：埼玉県
サ イ ズ：１５２cm Ｂ９９cm Ｗ８８cm Ｈ１００㎝
Ｓ２４.５㎝（幅広または外反母趾用）
舞台芸術学院本科 19 期・劇団青俳

映
画
「ＤＯＬＬＳ」（街の人々）
「ゆれる」
「フラガール」
「ＨＡＮＡ-ＢＩ」（北国の旅館の女中役）
｢キッズリターン｣（もぎりのおばさん役）
｢県庁の星｣
｢誰かが私にキスをした｣（食堂職員役）
「ＪＡＺＺ爺ＭＥＮ｣（和菓子屋役）
宮武由衣監督
「くじけないで」（患者役）
深川栄洋監督
「仮面ライダー大戦」（食堂の店員役）
柴崎貴行監督
「図書館戦争-THE LAST MISSION」（寮母役）
佐藤信介監督
「東京喰種」（あんていくの常連役）
萩原健太郎監督
「ラーメン食いてぇ！」（紅圭子役）
熊谷祐紀監督
Ｔ
Ｖ
「ＭＯＴＨＥＲ｣（10 話・11 話 園長役）
「キイナ～不可能犯罪捜査官」（9 話・清掃員）
「チャンス～彼女が成功した理由」（乗客）
「コード・ブルー」（3 話・店員）
「ハチワンダイバー」（準レギュラー 御門役））
「半落ち」（田沼光子役）
水曜ミステリー9｢警察署長たそがれ正治郎④｣ （中尾タケ役）
｢東京タワー｣（由子役）
「新・美味しんぼ」（シリーズ審査員）
「ハケンの品格｣
「危険なアネキ｣
「広島・昭和 20 年 8 月 6 日｣（仲居）
｢海猿｣（永島美子役）
「汚れた舌｣（八百若女店主）
火曜サスペンス「警視庁鑑識班 18｣（高木早苗役）
｢温かな指輪｣（峰子役）
｢光とともに・・・｣
｢DOUBLE SCORE｣（掃除のおばさん役）
｢木更津キャッツアイ｣（大家役）
「カバチタレ！」（大家役）
「恋愛詐欺師」（主人公の母親役）

｢古畑任三郎｣（おばさん役）
「任侠ヘルパー」（4 話・主婦役）
｢スクラップティーチャー｣（8 話・滝の母役）
「ＣＨＡＮＧＥ｣（新保久子役）
「あんみつ姫｣（おばちゃん役）
｢ＺＥＲＯ｣（面接官役）
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「青山ワンセグ開発～あかねさす新古今恋物語｣
「謎解きはディナーのあとで」
「地デジカ家族完全版」（おばあちゃん役）
「星ひとつの夜」
金曜プレステージ「新・細うで繁盛期 2」（とめ役）
「今週、妻が浮気します」（掃除のおばちゃん役）
｢病院へ行こう！｣ （患者役）
｢曲がり角の彼女｣（客室役）
「マザー＆ラヴァー」（母役）
「ハチローとその家族｣（かね役）
「渡る世間は鬼ばかり｣（客役）
「ラストプレゼント｣（ライブ客役）
「ウルトラＱ｣（おとよ役）
「警視庁鑑識班 14｣（ホストに入れ込む金持ちおばさん役）
「サイコドクター｣（大家役）
｢涙をふいて｣（レギュラー・居酒屋のおかみ役）
｢タブロイド｣（管理人のおばさん役）
木曜ﾅｲﾄﾄﾞﾗﾏ｢示談交渉人ゴタ消し｣（3 話・居酒屋のおかみ役）
木曜ﾐｽﾃﾘｰｼｱﾀｰ｢デカ黒川鈴木｣（1 話・そば屋のおかみ役）
「孤独のグルメ～門前仲町編｣（やきとり屋おかみ役）
「蜜の味｣（最終話・不動産役）
「毒姫とわたし｣（天使園園長役）
｢警視庁機動捜査隊 216 ep.3｣（広田康代役）
水曜ﾐｽﾃﾘｰ 9｢刑事吉永誠一 涙の事件簿 9｣（岩本光子役）
｢梅ちゃん先生｣
「好好！キョンシーガール｣（5 話・家政婦役）
土曜ﾜｲﾄﾞ劇場「火災調査官 紅蓮次郎 13｣（赤い自転車の持ち主役）
子供番組「できたできたできた｣
ドラマ NEO｢終電バイバイ｣（よしえ役）
ＴＢＳ
｢人質の朗読会」（クリーニング店主役）
ＷＯＷＯＷ
金曜ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ夏樹静子ｻｽﾍﾟﾝｽ「検事 霞夕子４誤認逮捕｣
（神田幸枝役） ＣＸ
NHKBS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ｢POWER GAME｣（4 話・五味孝子役）
NHKBS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ｢かすていら｣（3 話・質屋のおばさん役）
金曜ドラマ｢なるようになるさ｣（3 話・女性客Ｂ役）
ＴＢＳ
｢クロコーチ｣（2 話・住民役）
ＴＢＳ
｢３匹のおっさん｣（7 話・老婦人役）
ＴＸ
｢Ｄｒ.ＤＭＡＴ｣（10 話・おばさん役）
ＴＢＳ
「リバースエッジ 大川端探偵社｣（中上晶子役）
ＴＸ
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