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CAREER 

 
●映画 

「おっぱいバレー」（監督：⽻住英⼀郎） 中学⽣ヒロイン／草間理恵役 （09 年） 
「書道ガールズ!! -わたしたちの甲⼦園-」（監督：猪股隆⼀） メインキャスト／⼭本⼩春役 （10 年） 
「ランウェイ☆ビート」（監督：⼤⾕健太郎） メインキャスト／圭⼦役 （11 年） 
「らもトリップ」クロウリング・キング・スネイク（監督：三間旭浩） 主演／萩本かなえ役 （12 年） 
「悪の教典」（監督：三池崇史） メインキャスト／阿部美咲役 （12 年） 
「劇場版 零〜ゼロ〜⼥の⼦だけがかかる呪い」（監督：安⾥⿇⾥） メインキャスト／鈴森リサ役  （14 年） 
「五つ星ツーリスト〜最⾼の旅、ご案内します!!〜劇場版」（監督：島﨑敏樹）ゲスト主役／吉川千尋役 （15 年） 
「ROAD TO HiGH＆LOW」（監督：久保茂昭） キャスト／純⼦役 （16 年） 
「HiGH＆LOW THE MOVIE」（監督：久保茂昭） キャスト／純⼦役 （16 年） 
「⻘空エール」（監督：三⽊孝浩） メインキャスト／春⽇瞳役 （16 年） 
「ハイヒール〜こだわりが⽣んだおとぎ話〜」（監督：イ・インチョル） Blue 役 （17 年） 
「氷菓」（監督：安⾥⿇⾥）                       メインキャスト／伊原摩耶花役 （17 年） 
「⾺の⾻」（監督：桐⽣コウジ） 主演／桜本町ユカ役 （18 年） 
「この道」（監督：佐々部清） キャスト／⼥性記者役 （19 年） 
「としまえん」（監督：⾼橋浩） メインキャスト／⾹⻄杏樹役 （19 年） 
「君がいる、いた、そんな時。」（監督：迫⽥公介） メインキャスト／⼭崎祥⼦役 （20 年） 
「オレたち応援屋!!」（監督：⽵本聡志） ヒロイン／⼩柳沙織役 （20 年） 
「Life線上の僕ら」ディレクターズカット版（監督：⼆宮崇） ⽩⽯穂⾹役 （20 年） 
                                                                 

●ドラマ 
EX連続ドラマ「キミ犯⼈じゃないよね？」（演出：植⽥泰史）        レギュラー／森⽥かえで役   （08 年） 
NHKドラマ 8「キャットストリート」（演出：佐々⽊章光）        第２話ゲスト／同級⽣役 （08 年） 
TBS連続ドラマ「⼩公⼥セイラ」（演出：⾦⼦⽂紀）     レギュラー／武⽥真⾥亜役   （09 年） 
NHK連続ドラマ「とめはねっ！」（演出：森雅弘）        レギュラー出演             （10 年） 
YTV/NTV連続ドラマ「⽇本⼈の知らない⽇本語」（演出：爲川裕之）      第９話ゲスト出演           （10 年） 
BeeTVドラマ「虹の向こうへ」（演出：並⽊道⼦）        メインキャスト／原⽥知⾹役 （10 年） 
NHK-FM ラジオドラマ「葡萄の秘密」        メインキャスト／⿊⽥響⼦役 （10 年） 
NHK・NHK岐⾩開局 70周年記念ドラマ「恋するキムチ」（演出：⽯澤かおる）メインキャスト／加藤春⾹役 （11 年） 
EX連続ドラマ「アスコーマーチ」（演出：⽥村直⼰）        第１話ゲスト／柚季役      （11 年） 
東海/CXドラマ「明⽇の光をつかめ２」（演出：阿部雄⼀）          主演／磯⼭希望役      （11 年） 
NTV連続ドラマ「ティーンコート」（演出：菅原伸太郎） 第 1・2 話ゲスト／寺⻄優⾐役 （12 年） 
NHK連続テレビ⼩説「カーネーション」（演出：⽥中健⼆）        レギュラー／⼩原⾥⾹役   （12 年） 
TBS スペシャルドラマ「ブラックボード第三夜【学級崩壊夢】」（演出：今井夏⽊）メインキャスト／桧⼭綾⾹役（12 年） 
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NHK-FM ラジオドラマ「私の彼はポアンカレー」（演出:東⼭充裕）     主演／ニシヤマアカネ役   （12 年） 
NTV連続ドラマ「私⽴バカレア⾼校」（演出:窪⽥崇）     第 8 話メインゲスト／梨紗役 （12 年） 
CX「早海さんと呼ばれる⽇スペシャル」（演出：⼩椋久雄）     ゲスト／相原希役      （12 年） 
NTV連続ドラマ「スプラウト」（演出：守屋健太郎）     レギュラー／⼩澤みゆき役  （12 年） 
NHKショートドラマ「怪速少⼥」     主演／マコト役       （12 年） 
NTV「ピン⼥のメリークリスマス」（演出：⼤⾕太郎）     メインキャスト／千葉りいこ役 （12 年） 
NHK-FM・ラジオドラマ「春を待つ雪」（演出:三浦⼤）      メインキャスト／寺岡愛役  （13年） 
CX連続ドラマ「LAST HOPE」（演出:葉⼭裕記）     第２話ゲスト／櫻井菜穂役  （13年） 
CXドラマ「ストロベリーナイト アフター・ザ・インビジブルレイン」（演出:佐藤祐市）ゲスト／⾕川千尋役 （13年） 
NTV連続ドラマ「35歳の⾼校⽣」（演出：佐久間紀佳、南雲聖⼀、⻄野真貴）レギュラー／国分萌役   （13年） 
NHK-BS連続ドラマ「真夜中のパン屋さん」（演出：⼤原拓、榎⼾崇泰）  レギュラー／三⽊涼⾹役  （13年） 
CX「謎解きはディナーのあとでスペシャル船上探偵・影⼭」CASE4（演出：⽯川淳⼀）ゲスト／浜野桃花役 （13年） 
EX⽇曜エンタ・ドラマスペシャル「⼆⼗四の瞳」（演出：⽥村直⼰）   ⼭⽯早苗役                （13年） 
CX連続ドラマ「⼭⽥くんと７⼈の魔⼥」（演出：星護、⾼丸雅隆）        レギュラー／猿島マリア役  （13年） 
CX連続ドラマ「リーガルハイ 第２期」（演出：⽯川淳⼀）        第 1 話ゲスト／南⾵るんるん役 （13年） 
NTV連続ドラマ「東京バンドワゴン」（演出：狩⼭俊輔）        第２話ゲスト／増⾕玲井奈役 （13年） 
NHK-BSプレミアム滋賀県発地域ドラマ「⽥上トパーズ！」（演出：坂垣⿇⾐⼦）ヒロイン／⽔島陽菜役 （13年） 
EX開局 55周年記念「終着駅の⽜尾刑事 VS事件記者・冴⼦家族の⾷卓」（演出:池広⼀夫）⾦沢夏⽣役  （13年） 
NHK連続ドラマ「⿏、江⼾を疾る」（演出：黛りんたろう）              第 1 話ゲスト／すが役    （14 年） 
CX連続ドラマ「Lost Days」（演出：河野圭太、都築淳⼀、⼩⼭⽥雅和）  レギュラー／笛⽊茉奈役   （14 年） 
MBS/TBS 連続ドラマ「アゲイン!!」（演出：李闘⼠男、深迫康之、⽊内健⼈）レギュラー／柴⽥麗緒役 （14 年） 
EX⽊曜ドラマ「ゼロの真実〜監察医・松本真央〜」（演出：常廣丈太）最終話ゲスト／内野ひかり役 （14 年） 
NTV⾦曜ロードSHOW!特別ドラマ企画「Dr.ナースエイド」（演出：菅原伸太郎）⾼野夏役       （14 年） 
名古屋テレビ「なぜ東堂院聖也 16歳は彼⼥ができないのか？」（演出：塩崎 遵）第 4 話ゲスト／浅井南役 （14 年） 
KTV「狩猟雪姫」-⽂化庁芸術祭参加ドラマ-（演出：⽊村弥寿彦）        主演／中⻄雪役             （14 年） 
NHK⼤河ドラマ「花燃ゆ」（演出：渡邊良雄、末永創、安達もじり）   レギュラー／吉⽥ふさ役   （15 年） 
WOWOW連続ドラマW「死の臓器」（演出：佐藤祐市、植⽥泰史）       メインキャスト／⾼倉裕美役  （15 年） 
TBS連続ドラマ「ホテルコンシェルジュ」（演出：植⽥ 尚）     第 8 話ゲスト／真島咲希役  （15 年） 
NTV連続ドラマ「永久就職試験」（演出：諸岡景⼦、ダニエル・トイヴォネン）レギュラー／前川彩役  （15 年） 
NTV連続ドラマ「HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D.」（演出：久保茂昭）レギュラー／純⼦役   （15 年） 
TBS連続ドラマ「ダメな私に恋してください」（演出：福⽥亮介）    第 8 話ゲスト／柴⽥明⽇⾹役 （16 年） 
⻑野Webドラマ「あの頃のわたしへ」（演出：⼩椋久雄） メインキャスト／⿇美役  （16 年） 
NTV（Hulu）「臨床犯罪学者 ⽕村英⽣の推理 Another Story1」（演出：明⽯広⼈） 第 1 話ゲスト／笹⼭奈保役（16 年） 
NTV連続ドラマ「HiGH&LOW Season2」（演出：中茎強）     レギュラー／純⼦役     （16 年） 
Amazonプライムビデオ「福家堂本舗」（演出：古澤健、本⽥隆⼀、⼤⾕健太郎）市雀役         （16 年） 
東海/CXオトナの⼟ドラ「リテイク 時をかける想い」（演出：植⽥尚）  第 6 話ゲスト／北⾒野絵役  （17 年） 
CXスペシャルドラマ「⼗九歳」（演出：髙野舞）      吉岡かおり役        （17 年） 
NHK連続テレビ⼩説「ひよっこ」（演出：⿊崎博、⽥中正、福岡利武、渡辺哲也） 準レギュラー／秋葉幸⼦役（17 年） 
BS-TBS 連続ドラマ「⽔⼾⻩⾨」（演出：⽮⽥晴⺒）     第 1 話ゲスト／おみち役   （17 年） 
EX連続ドラマ「重要参考⼈探偵」（演出：⼩松隆志）      第 4 話ゲスト／⾼遠薫⼦役  （17 年） 
dTVオリジナルドラマ「配信ボーイ〜ボクが YouTuber になった理由〜」（演出：林隆⾏）ヒロイン／はる役 （18 年） 
Amazonプライム「さまぁ〜ずハウス」     第 7 話ゲスト／妻役         （18 年） 
NTVシンドラ「◯◯な⼈の末路」（演出：狩⼭俊輔、浅⾒真史、徳永清孝 ）レギュラー／⻑尾千枝役   （18 年） 
EX⽇曜プライム「庶務⾏員 多加賀主⽔が悪を断つ」（演出：今井和久）   ゲスト／南条薫⼦役     （19 年） 
NHKスペシャルドラマ「ひよっこ２」-4夜連続-（演出：⿊崎博、堀内裕介）準レギュラー／⾼島幸⼦役 （19 年） 
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FODオリジナル連続ドラマ「百合だのかんだの」（演出：加藤裕将）     レギュラー／⼆宮海⾥役     （19 年） 
NTVシンドラ「簡単なお仕事です。に応募してみた」（演出：中尾浩之）  第 7 話ゲスト／トモエ役   （19 年） 
CX連続ドラマ「シャーロック アントールドストーリーズ」（演出：野⽥悠介）第 4 話ゲスト／細⾕優⼦役 （19 年） 
TXドラマパラビ「来世ではちゃんとします」（演出：三⽊康⼀郎、他）準レギュラー／桜⽊亜⼦役     （20 年） 
ABC・EXドラマ L「年下彼⽒」（演出：⼩野浩司）      第 6 話ヒロイン／桜庭先⽣役 （20 年） 
Rakuten TV・ビデオマーケット・FOD「Life線上の僕ら」（演出：⼆宮崇）⽩⽯穂⾹役         （20 年） 
BSテレ東真夜中ドラマ「⼥ともだち」（演出：⼤内隆弘）      第 9 話／関 礼⼦役      （20 年） 
NHKドラマ 10「ディア・ペイシェント〜絆のカルテ〜」（演出：⻄⾕真⼀）第 2 話ゲスト／笠原祥⼦役  （20 年） 
NTV⽔曜ドラマ「私たちはどうかしている」（演出：⼩室直⼦、猪股隆⼀）第 1 話ゲスト／佐⼭真由役  （20 年） 
TX系 連続ドラマ「共演 NG」（演出：⼤根仁）      レギュラー／AP楠⽊美和役  （20 年） 
Paravi『殺したいほど疲れてる! 〜「共演 NG」のホントに NG な舞台裏〜』レギュラー／AP楠⽊美和役 （20 年） 
関⻄テレビ「新・ミナミの帝王 第 20作」（演出：髙⼭浩児）  ゲストヒロイン／⽵⽥杏⼦役 （21 年） 
 

●舞台 
朗読劇「私の頭の中の消しゴム 6th letter」（演出：岡本貴也）＠天王洲銀河劇場 薫役          （14 年） 
「GO WEST」（演出：池⽥鉄洋）＠天王洲銀河劇場           ヒロイン/ドリュー役         （15 年） 
「関数ドミノ」（作：前川知⼤／演出：寺⼗吾）＠本多劇場ほか     秋⼭景杜役           （17 年） 
演劇集団Z-Lion「a Novel ⽂書く show」（作・演出：粟島瑞丸）＠六本⽊俳優座劇場ほか ヒロイン/⻑嶋⼣⼦役（19 年） 
タクフェス第 8弾「くちづけ」（作・演出：宅間孝⾏）＠東京サンシャイン劇場ほか ヒロイン/阿波野マコ役 （20 年） 
 

●TV 
TX系「おはスタ」 おはガール：レギュラー出演（07 年〜08 年） 
⽇テレプラス「クリック！⽇テレプラス」                                （10 年） 
CX「タビノイロ。〜タビ美⼈への⼿紙〜」    レギュラー／旅美⼈    （12 年〜16 年） 
CX「逃⾛中 31〜⽩雪姫と 7⼈の侍〜」  ドラマ出演／⽩雪姫役      （14 年） 
NHKスペシャル「NEXT WORLD〜私たちの未来〜」（監督：落合正幸）  ドラマ出演：第 4,5回／鎌倉茉奈役 （15 年） 
CX「痛快 TV スカッとジャパン」ショートドラマ出演                 （16 年〜継続中） 
NHK-BSプレミアム「鉄道紀⾏ニッポンぶらり鉄道旅」第 74,121,135,175回 旅⼈         （16 年〜継続中） 
TX⼟曜スペシャル「カメラ好き芸能⼈が撮る！にっぽんの絶景キセキの瞬間」旅⼈           （17 年） 
TBS「タビフク」（⼩島藤⼦×宮﨑⾹蓮）＃63 ⼗和⽥湖、＃64⼗和⽥湖・奥⼊瀬 旅⼈          （17 年） 
スカパー ムービープラス「映画館へ⾏こう with ELLE」    レギュラーMC      （17 年〜18 年） 
NHK「第 68回 紅⽩歌合戦」-ひよっこ特別編-            （17 年 12⽉ 31 ⽇放送） 
TBS「スマイルすきっぷ〜明⽇の元気をフルチャージ！〜」（豊島園駅）                （19 年） 
NHK Eテレ「バリバラ スケッチ・コメディー」コント企画-障害者が職場にやってきた- コジマ役      （19 年） 
NHK総合 京都スペシャル「だから、ぼくは強くなる ヘイトスピーチ 10 年後の巣⽴ち」ナレーション    （20 年） 
TX「テレ東ほぼほぼ無観客フェス」（20 年） 
 

●PV 
ketchupmania「F.L.A.G」（TOYSFACTORY）                            （08 年） 
THEKIDDIE「eliteSTAR＋」（EPICRecords）                            （09 年） 
LilʼB「⼤好きだよ」（DefSTARRECORDS）                             （11 年） 
KNOCK OUT MONKEY「Primal」（Magnifique）                          （13年） 
KNOCK OUT MONKEY「Climber」（Magnifique）                         （13年） 
SPICY CHOCOLATE「I miss you feat.清⽔翔太」（UNIVERSAL MUSIC）               （14 年） 
Indigo la End「雫に恋して/忘れて花束」（UNBORDE）                       （15 年） 
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JRA Umabiテーマソング「#RUN」                                （15 年） 
DOBERMAN INFINITY「to YOU」（監督：品川祐）（TOYSFACTORY）                （18 年） 
 

●広告 
ベルビー⾚坂「クリスマスキャンペーン」スチール広告                     （09 年） 
NTTドコモ〜応援学割「操縦⼥⼦篇」  （11 年〜2 クール） 
ソニーウォークマン Sseries「⾳楽の⼿紙篇」  （11 年 12⽉〜12 年 3⽉） 
オンディーヌ振袖カタログイメージモデル  （12 年 4⽉〜） 
⼤和ハウス xevo「ルージュの証明篇」  （12 年 4⽉〜） 
三菱UFJニコス MUFG カードゴールド「ゴールド先輩篇」  （12 年 7⽉〜） 
三菱UFJニコス MUFG カードゴールド「ゴールド先輩バンコク篇」 （12 年 11⽉〜） 
清⽔翔太 COVERALBUM「MELODY」TV スポット  （12 年 11⽉） 
ソフトバンク iphone5SMILE「待ち合わせ篇」TVCM  （13年 3⽉〜1 クール） 
tutuannaブランドキャラクター  （13年 8⽉〜） 
ローリーズファームブランドキャラクター  （14 年 3⽉〜） 
三菱UFJニコス MUFG カードゴールド「カードデビュー篇」  （14 年 3⽉〜） 
三菱UFJニコス MUFG カードゴールド「記念撮影篇」  （14 年 4⽉〜） 
⼭崎製パン中華まん「ほかほか篇」              （14 年 11⽉〜15 年 2⽉、15 年 9⽉〜16 年 2⽉） 
TOYOTA トリプルアシスト「もしも私が朝篇」「もしも私が夜篇」          （15 年 12⽉〜16 年 6⽉） 
 

●その他 
資⽣堂･写真展「⼝紅のとき展」写真:上⽥義彦、作家:⾓⽥光代                   （07 年） 
1st写真集「fuwa♥fuwa」写真：渡辺達⽣                   （09 年） 
浜ちりめん 2011 年度版カレンダー                   （11 年） 
PARCO出版「aBUTTONVOL.7_⾔葉」写真：横浪修                   （12 年） 
2nd写真集「FUJIKO」写真：渡辺達⽣                     （12 年） 
SPICY CHOCOLATEアルバム「渋⾕純愛物語」ジャケット                   （14 年） 
朝⽇新聞社「FUROZUKI」                   （15 年） 
Indigo la End「雫に恋して/忘れて花束」ジャケット（UNBORDE）                  （15 年） 
テレビ東京「共演 NG」公式 LINE スタンプ                                       （20 年） 
 


