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CAREER 
 

●雑誌 
ガールラブズボーイ(髪書房） 
KERA!（インデックス・コミュニケーションズ） 
なかよし（講談社） 
ViVi／Disney fan（講談社） 
アリスデコ（インフォレスト）※表紙 
ビーズ UP（スタンダードマガジン） 
Audition（⽩夜書房） 
B.L.T.（東京ニュース通信社） 
Girls!（双葉社） 
Shinbiyo（新美容出版） 
SPURpink（集英社） 
デジキャパ！（学研パブリッシング） 
FREMAGA vol.10（め組） 
CHECK AND STRIPE（宝島社） 
Warp（トランスワールドジャパン） 
はなよめ（百⽇草） 
VOGUE「メーキングマジック」 
PASHA STYLE（⽇販アイ・ピー・エス） 
ニュースグラビア（週刊⼥性） 
フライデー（講談社） 
e-MOOK「FILA 2018 AW collection」 (宝島社） 
ロト・ナンバーズ「超」的中法(宝島社） 
NYLON JAPAN「開運メイクアップストーリー」（カエルム） 
anan（マガジンハウス） 
 

●ドラマ 
TBS 系連続ドラマ「⼩公⼥セイラ」レギュラー／横⽥ケイ役（09 年） 
NTV 系連続ドラマ「私⽴バカレア⾼校」（12 年） 
TX 系連続ドラマ「⽛狼〈GARO〉-GOLDSTORM- 翔」第１話 ホラー役（15 年） 
NTV ドラマスペシャル「時代をつくった男 阿久悠物語」（17 年） 
NHK 連続テレビ⼩説「半分、⻘い。」ツインズ役（18 年） 
NHK「ピュア！〜⼀⽇アイドル署⻑の事件簿〜」双⼦の信者役（19 年） 
テレビ朝⽇「仮⾯ライダーセイバー」第 21 章、22 章、第 44 章 伊本レミ役(21 年) 
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●TV 
EX「スマステーション」（16 年） 
MBS「ちちんぷいぷい」「今⽇のダレ？」コーナー特集取材（16年） 
NTV「所さんの⽬がテン！」（17 年） 
NTV「ダウンタウン DX」（17 年） 
TOKYO MX「F.C. TOKYO COLORS」レポーター（17 年〜18 年） 
NTV「有吉反省会」（18 年） 
EX「くりぃむクイズ ミラクル 9」（18 年） 
CBC ビ「本能Z」 （双⼦特集）（19 年） 
TBS ニンゲン観察バラエティ『モニタリング』 仕掛け⼈（20 年） 
中京テレビ「それって!?実際どうなの課」（21 年) ※定期的に出演中！ 
 

●映画 
映画「バルーンリレー」亜紀役（12 年） 
映画「Sea Opening」（17 年） 
映画「⼗⼆単⾐を着た悪魔」(20 年) 
 

●舞台 
「「問題のないわたしたち」15 年） 
「ドリームレスキュー ⾔うことナース！〜いちもにもなくエピソード３〜」（16年） 
「ライフパスファインダー」（16年） 
「カードファイト！！ヴァンガード」〜バーチャル・ステージ〜 リンクジョーカー編 ジリアン（17 年） 
進戯団 夢命クラシックス×07th Expansion vol.06 「ひぐらしのなく頃に〜流・明〜」園崎魅⾳役（19 年） 
KERA CROSS 第⼆弾舞台「グッドバイ」幸⼦役（演出：⽣瀬勝久）（20 年）  
shared TRUMP シリーズ⾳楽朗読劇「⿊世界〜リリーの永遠記憶探訪記、或いは、終わりなき繭期にまつわる寥々たる考
察について〜」（20 年） 
Life pathfinder 5th WALL「ライフパスファインダー第五の壁」主演（21 年） 
「Angry12」（演出：岩永ゆい）Redチーム陪審員 11号役 (21 年) 
進戯団 夢命クラシックス×07th Expansion vol.07 「うみねこのなく頃に〜Stage of the golden Witch〜」嘉⾳役（22 年） 
 
 

●広告 
スシロー「⼤漁旗篇」TVCF（10 年 4⽉〜1 年間） 
ユニクロ「POLOSHIRT2011SS」(11 年 4⽉〜1 クール) 
NIKON企業「tears」（12 年） 
MI ジャパン「カラーコンタクト MAGICCOLOR」（12 年） 
資⽣堂 事業広告「美のプロッフェショナル」篇（14 年） 
サンリオ「チャンリオ」（15 年） 
キンチョー「タンスにゴンゴン」 TVCM（16年） 
⼩⽥急電鉄「HELLO NEW ODAKYU!」（17 年） 
clefy三ノ宮（17 年） 
CNCI I「楽しさ 、ヨリドリ、ミドリ。」（18 年〜） 
伊藤園「おーいお茶 ほうじ茶」（18 年） 
富⼠通エフサス TIME CREATOR「時計うさぎツインズ篇（19 年） 
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●PV 
徳永英明シングル「抱きしめてあげる（UNIVERSAL）」（08 年） 
⼤野晴之シングル「ヒリヒリ」（ユーキャン）（10 年） 
⿊夢「13newache」（11 年） 
Aimer「broKen NIGHT」（14 年） 
スリーコナーズ（15 年） 
クレイジーケンバンド(横浜元町セール SS 時の流⽤)（16年） 
     

●イベント 
MarcJacobs ⻘⼭店 2周年イベント（02 年） 
相模⼤野ステーションスクエア★2017⼤野 SS クリスマス点灯式（17 年） 
hoyu ヘアショー（19 年） 
 


