
 

  

映  画           

 ｢卒業｣(女子大生役)                長澤雅彦監督 

 ｢スパイゾルゲ｣(芸者役)              篠田正浩監督 

 ｢花｣(女子大生役)                 西谷真一監督 

 ｢下妻物語｣(主婦役)                中島哲也監督 

 ｢それでも僕はやってない｣ (修習生役)        周防正行監督 

 ｢舞妓Haaan！｣(芸者役)                    水田伸生監督 

 ｢ヒートアイランド｣                 片山修監督 

 ｢ＢＡＬＬＡＤ｣(侍女役)                山崎貴監督 

 ｢ＧＯＥＭＯＮ｣                  紀里谷和明監督 

 ｢６０歳のラブレター｣                深川栄洋監督 

 ｢ヒーローショー」                    井筒和幸監督 

 ｢神様のカルテ」（富山涼子役）            深川栄洋監督 

｢ポールダンシングボーイ☆ズ｣（社員役）         金子修介監督 

｢毎日かあさん｣（保母役）              小林聖太郎監督 

「ここにいる･･･」（涼子役）                七字幸久監督 

「妖怪人間ベム」（乗客役）                 狩山俊輔監督 
「あれから」東京国際映画祭・ある視点部門正式出品作品 

   2013 年 3 月公開（本田真実役）      篠崎誠監督 
「神様のカルテ２」（富山涼子役）              深川栄洋監督 
「くじけないで」（TV の中の母親役）           深川栄洋監督 
「TWILIGHT ささらさや」（町役場の看護師役）       深川栄洋監督 

「ＳＴ 赤と白の捜査ファイル」（女警官役）        佐藤東弥監督 

「家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています」（母親役） 李闘士男監督 

「マスカレードホテル」（ブライダル店員役）       鈴木雅之監督 

「よこがお」（記者・岩本役）              深田晃司監督 

「轟音」（ひろみ役）                   片山 享監督 

「あなたの番です 劇場版」（看護師役）           佐久間紀佳監督 

「前科者」（刑事役）                     岸善幸監督 

 

P  V  

伊藤晃多「Nigthhawks」  

https://www.youtube.com/watch?v=-BVo0FbScpc&feature=youtu.be 

朝倉さや「おかえり-manzumamake-」  

https://www.youtube.com/watch?v=au9WPOBkHZg 

 

 

 

ド ラ マ 

「相棒｣ ４,19 話(加代若き頃役)                  ＡＮＢ 

「ナイトホスピタル｣ (９話・水族館職員役)        読売ＴＶ 

「女子刑務所東３号棟⑤｣                  ＴＢＳ 

「すいか｣(第７話･銀行員役)                 ＮＴＶ 

「ヤンキー母校に帰る｣                     ＴＢＳ 

女と愛とミステリー｢近松茂道⑤－自白－｣(今西めぐみ役) 

月曜ミステリー｢駅弁刑事｣(安西真弓役) 

「歌で逢いましょう♪｣(４話･ＯＬ役)                GyaoTV 

月曜ゴールデン｢税務調査官 窓際太郎の事件簿14｣(受付嬢役) 

「母たることは地獄のごとく｣(妊婦役)                 ＮＴＶ 

「ＲＨプラス｣(誠の母役)                テレビ神奈川等Ｕ局 

「1 ポンドの福音｣(７話･消費金融の受付役)              ＮＴＶ 

「音女｣                         ＡＮＢ 

「レスキューファイアー」(13･25･37･38･47･51 話/長野美恵役)         ＴＸ 

「官僚たちの夏」(１話日向千鶴役)                ＴＢＳ 

「ルビコンの決断｣(花井役)                    ＴＸ 

「天装戦隊ゴセイジャー」（２１話文江役）           ＡＮＢ 

「全開ガール」（3 話 役員役 山形弁方言指導）            ＣＸ 

「レッスンズ」（マリエの母役）                  ＫＴＶ 

連続テレビ小説「梅ちゃん先生」（第 87 回 母親役）        ＮＨＫ 

「黄金を抱いて翔べ」ｽﾍﾟｼｬﾙﾄﾞﾗﾏ（保護士役）               BeeTV 

「リッチマン、プアウーマン」（７話・記者役）             ＣＸ 

「ダブルス～二人の刑事」（1話・香川茂雄の妻役）            ＥＸ 

「ＬＩＮＫ」（4話・5話 看護師役）               ＷＯＷＯＷ 

「世にも奇妙な物語’14春の特別編」（綾乃の母親役）          ＣＸ 

「ルーズヴェルト・ゲーム」(１話 受付嬢役)             ＴＢＳ 

「ウルトラマンギンガＳ｣(15・16 話 男の子の母親役)         ＴＸ 

「女はそれを許さない｣(2 話 春子役)                ＴＢＳ 

「ボクの妻と結婚してください。」（第 5話 看護師役）     ＮＨＫ－ＢＳ 

「天使と悪魔-未解決事件匿名交渉課-」（最終話 井出照代役）      ＥＸ 

「ワイルドヒーローズ」（第 7話 看護師役）             ＮＴＶ 

「フラジャイル」（第 1話 看護師１役）                ＣＸ 

「カッコウの卵は誰のもの」（2話・4話 看護師B役）       ＷＯＷＯＷ 

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 

太  田  美  恵  

＜オオタ・ミエ＞ 
 
              生年月日：１９７９年１２月２日     出身地：山形県 
            サ イ ズ：１６０cm ４８㎏ Ｂ７９cm Ｗ６３cm Ｈ８７㎝ Ｓ２３㎝ 
            趣  味：映画鑑賞・編み物    特  技：笹切り（江戸前寿司） 
            資 格 等：普通自動車免許・ワープロ検定３級・笹切検定・パスポート有り 

サイズ表 PDF https://drive.

google.com/fil

e/d/1OW_jLec

JnMdvGN0p

aUBLfOtSrL

9PrF-

L/view?usp=s

hare_link 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1OW_jLecJnMdvGN0paUBLfOtSrL9PrF-L/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OW_jLecJnMdvGN0paUBLfOtSrL9PrF-L/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OW_jLecJnMdvGN0paUBLfOtSrL9PrF-L/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OW_jLecJnMdvGN0paUBLfOtSrL9PrF-L/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OW_jLecJnMdvGN0paUBLfOtSrL9PrF-L/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OW_jLecJnMdvGN0paUBLfOtSrL9PrF-L/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OW_jLecJnMdvGN0paUBLfOtSrL9PrF-L/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OW_jLecJnMdvGN0paUBLfOtSrL9PrF-L/view?usp=share_link


   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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 

「はじめまして、愛しています。」（8話 母親役）          ＥＸ 

「就活家族」（2 話 係員役）                   ＥＸ 
「スリル～赤の章～」（1 話 看護師役）             ＮＨＫ 

「ＢＯＲＤＥＲ２ 贖罪」（主婦役）                ＥＸ 

「警視庁・捜査一課長３」（堂瀬多美衣役）           ＥＸ 

「コンフィデンスマン JP」（８話・上村由美役）田中亮監督      ＣＸ 

「崖っぷちホテル」（９話 常連客・母役）岩本仁志監督      ＮＴＶ 

「メゾンドポリス」（７話・赤井美香役）木下高男監督       ＴＢＳ 

「家売るオンナの逆襲」（10 話・社長秘書役）佐久間紀佳監督    ＮＴＶ 

「あなたの番です」（10,14 話・看護師役）佐久間紀佳監督     ＮＴＶ 

「ポイズンドーター＆ホーリーマザー」 

（3 話・陸の母親役）滝本憲吾監督     ＷＯＷＯＷ 

「恋はつづくよどこまでも」（1・8・10話・白浜妙子役）田中健太監督ＴＢＳ 

「ファーストラブ」（由紀の母役）宮武由衣監督        ＮＨＫＢＳ 

「SUITS2」（1話・国際航空スタッフ役）平野眞監督          ＣＸ 

「セイレーンの懺悔」（1・2話・朝倉蓉子役）中前勇児監督   ＷＯＷＯＷ 

「七人の秘書」（８話・記者 2役）田村直己監督           ＥＸ 

「カンパニー ～逆転のスワン～」（6話・女友達3役） 

松田礼人監督 ＮＨＫ-ＢＳ 

「取り立て屋 ハニーズ」（5話・菊池美里役）大内田龍馬監督  ひかりＴＶ 

「コントが始まる」（4・9話・真壁の妻役）金井紘監督       ＮＴＶ 

「ドクターＸ 外科医・大門美知子」（3,7話・記者役）山田勇人監督  ＥＸ 

「ＤＣＵ～手錠を持ったダイバー～」（2話・母親役）田中健太役   ＴＢＳ 

「ゴシップ #彼女が知りたい本当の〇〇」 

（9.11 話・秘書役）石川淳一監督 木村真人監督   ＣＸ 

「パンドラの果実」（4話・芹沢恵役）羽住英一郎監督        ＮＴＶ 

「仮面ライダーギーツ」（２話・平民子役）             ＥＸ 

 

Ｃ  Ｆ 

みずほ銀行 

S&B   

関西電力 

再春館製薬 

ユニ・チャーム 

                          他多数 

 

Ｖ  Ｐ 

フコク生命 （斎藤悦子役）   他多数 

 

舞  台 

｢銀幕に抱かれて｣    

｢ザッパ｣    

「エゴイストの扉」 

喜玖蔵第1回プロデュース公演幻影紙芝居「押絵と旅する男」 

 他多数 

ビデオ映画 

 ｢ハードラックヒーロー｣(ウエイトレス役)       サブ監督 
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