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＜ドイ・キヨミ＞
生年月日：１９７１年８月２日
出
身：千葉県
サ イ ズ：１６６cm Ｂ８３cm Ｗ６４cm Ｈ９０cm Ｓ２４.５㎝
特
技：ピアノ（10 年）・日舞
趣
味：カメラ・書道・桜、仏閣巡り・仏像彫刻
資 格 等：普通自動車免許・ホームヘルパー２級（実務経験あり）
映
画
「サトラレ」
「禅 ＺＥＮ」
「さまよう刃」
「埼玉家族」～キャンディ～
「一週間フレンズ。」
「アイアムアヒーロー」

サイズ表 PDF

https://drive.
google.com/fil
e/d/1ReteVrT
aSoUvYVAdY
boDPIFNr_fA
IHeb/view?us

本広克行監督
高橋伴明監督
益子昌一監督
加瀬聡監督
村上正典監督
佐藤信介監督

ドラマ
｢ダウンタウンＤＸ｣(レギュラー)
ＮＴＶ
｢古畑任三郎｣
ＣＸ
｢太陽がいっぱい｣
ＣＸ
｢はぐれ刑事純情派｣
ＡＮＢ
｢食卓から愛をこめて｣
ＴＸ
月曜ドラマスペシャル ｢奄美・殺人珊瑚礁｣
ＴＢＳ
ＮＫＫドラマ館｢レガッタ｣
｢はみだし刑事情熱系Ⅵ｣(17 話)
ＡＮＢ
｢恋愛偏差値｣(第 2 章-1 話･社員役)
｢ぼくの魔法使い｣
ＮＴＶ
｢相棒｣
ＡＮＢ
土曜ワイド劇場｢仮面ライダーカブト｣
ＴＸ
｢七瀬ふたたび｣(レポーター役)
ＮＨＫ
「放送禁止」
ＣＸ
「環境超人 エコガインダーⅡ」（良子役）
キッズステーション
「豆腐姉妹」
ＷＯＷＯＷ
「検事・鬼島平八郎」（１話会社員役）
ＡＮＢ
「ギルティ」
ＣＸ
「ブルドクター」（5 話 保護者Ｂ役）
ＮＴＶ
「絶対零度２」（５話 地域住民Ｂ役）
ＣＸ
「けーぶるノススメ」（レギュラー 川相絵見子役）
ＪＣＮ
「息もできない夏」（1 話 産婦人科の看護師役）
ＣＸ
「突入！福島原発に挑んだ男たち～激闘秘話！命と執念の 12 日間 」
（放医研専門家役） ＣＸ
「人質の朗読会」（隣の娘さん役）
ＷＯＷＯＷ
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「僕のいた時間」（5 話 野中瞳役）
ＣＸ
p=share_link
「3 匹のおっさん」（4 話 PTA 役員役）
ＴＸ
「罪人の嘘」（4 話 レポーター役）瀬々敬久監督
ＷＯＷＯＷ
「 女 は そ れ を 許 さ な い 」（ ９ 話 リ ポ ー タ ー A 役 ）
ＴＢＳ
「恋仲」 （2 話・7 話・8 話 山城薫役）
ＣＸ
「僕のヤバイ妻」（1 話・コメンテーター役）
ＣＸ
スペシャルドラマ宮部みゆきサスペンス「模倣犯」
（後篇 臨時ニュースのアナウンサー役）
ＴＸ
［本当にあった女の人生ドラマ］4 話「ママ友依存症」（外商の女役） ＣＸ
「就活家族」（2 話 母親役）
ＥＸ
「A LIFE ～愛しき人」９話（安井亮子役） 木村ひさし監督
ＴＢＳ
「母になる」8 話（編集者役）中島悟監督
ＮＴＶ
「警視庁ゼロ係」（3 話・レポーター役）
ＴＸ
「僕たちがやりました」（７話・中垣の母役）中西正茂監督
ＣＸ
「ミス・シャーロック」（2 話・画廊店員役）
ＨＵＬＵ
「あなたには帰る家がある」（5 話・記者役）平野俊一
ＴＢＳ
「ドロ刑」（8 話・小沼陽子役） 大谷太郎監督
ＮＴＶ
「3 年Ａ組」（レギュラー・保護者役）
小室直子監督 鈴木勇馬監督 水野格監督
ＮＴＶ
「インハンド」（1 話・看護師役）平野俊一監督
ＴＢＳ
「パーフェクトワールド」（4 話・5 話・セミナーの講師役）
三宅喜重監督 白木啓一郎監督
ＣＸ
「あなたの番です」（15・18・20 話 黒島直美役）
小室直子監督 佐久間紀佳監督
ＮＴＶ
「あなたの番です～過去への扉」（前編・後編 黒島直美役）
Hulu
「俺の話は長い」（7 話・マダム２役）中島悟監督
ＮＴＶ
「破天荒フェニックス」（2 話・店長役）小野浩司監督
ＥＸ
「仮面ライダーゼロワン」（36 話・諫の母役）柴崎貴行監督
ＥＸ
「未満警察」（2 話・女性店員役） 南雲聖一監督
ＮＴＶ
「ハケンの品格」（８話・女性客役）佐藤東弥監督
ＮＴＶ
「アンサング・シンデレラ」（７話・心春の母役）田中亮監督
ＣＸ
「七人の秘書」（７話・由加里の母役）山田勇人監督監督
ＥＸ
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ドラマ
「今際の国のアリス」（７話・水鶏貴美子役）佐藤信介監督
「知ってるワイフ」（9 話・ヘルパー役）木村真人監督
「白い濁流」（2.3 話・スーパーの店員役）水田成英監督
「スナックキズツキ」（4,10 話・瀧井の母役）
筧昌也監督 湯浅弘章監督
「ある夜、彼女は明け方を想う」
（マザーハウス社長役）松本花奈監督
「サヨウナラのその前に」（11.12.17 話・観月麻美役）鈴木勇馬監督
「競争の番人」（1.2.3 話・豊島の妻役）相沢秀幸監督

NETFLIX
ＣＸ
NHK-BS
ＴＸ
Amazon
ＮＴＶ
ＣＸ

ＷＥＢ
明治極とろカスタードクリームプリン「2 分 40 秒あまるクッキング」
Ｖ
Ｐ
セクハラ相談 ウェラ 佐川急便

クリナップ ＢＭＷミニ

ポーラ

スチール
キャノン
総務省
ミュージックＰＶ
桑田佳祐「明日晴れるかな」
Yahoo！ＰＶ
「星守る犬」主題歌「夢のむこうで」平井堅
松任谷由美「バトンリレー」ナレーション

Ｃ
Ｆ
コカコーラ ファンタ（3 年 AB 組エビさん先生役）
e2 ｂｙ スカパー（ＷＡＴマネージャー役）
丸美屋（三宅裕司さんの奥さん役）
東九州自動車道「インタビュー篇」
マーベラス「ログレスかぞくのうた」篇
日本和装ホールディングス「着物で、変わろう」篇
ミツカン黒酢ドリンク（えらべる作れる篇）
ＳＥＩＹＵ（夏ギフトおくるゾウ篇）
パイロット「フリクション」
小学館＋任天堂「ふしぎサイエンス」3DS「ドラかずののび太の数字大冒険」
イーモバイル（国会答弁篇）
ロート製薬「メディクイック」 au WALLET「クイズ篇」
ショップジャパン マジックブレッド「プロデューサーとタレント」篇
リクルート スタディサプリ「中学生篇」
ピップエレキバン（主婦篇）
味の素ピュアセレクトコクうま「愛のポテサラ相談」篇
ローソン 黄金チキン旨塩「とある家庭にて」篇
メットライフ生命「フレキシィゴールド」
ベルーナ
（※上記ＣＦはすべて契約終了）
ＡＣジャパン（交通遺児育英会）
小林製薬 やわらか歯間ブラシ
味の素「クックドゥシリーズ」
他多数

舞
台
劇団離風霊船｢おとといの話｣
｢背中を見せて｣
ラフ・カット'99｢幕張の女｣
作・演出：堤泰之
｢ラブレター｣(白蘭役)
｢火なら燃えなきゃ｣(コント)
劇団ちからわざ／作：佐藤二朗・演出：堤泰之
プレイヤーズマーケット「基礎体温」
作：柳家喬太郎
ＫＡＫＵＴＡ｢さとがえり｣
作・演出：桑原裕子

株式会社

ケイエムシネマ企画

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-27-1 クインズコート新宿 202
TEL 03-3350-9358 FAX 03-3350-9294
e-mail info@kmcinema.com

