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CAREER 

 
●映画 

映画「プラトニックセックス」（監督：松浦雅子）岩崎愛役（01 年） 
映画「3↓1/2」（監督：香月達行）ヒロイン／三代奈緒子役（02 年） 
映画「少年」（監督：旦雄二）myu 役（03 年） 
映画「偶然にも最悪な少年」（監督：グ・スーヨン）なおこ役（03 年） 
映画「恋文日和」（監督：大森美香）堀カナ役（04 年） 
映画「僕らのワンダフルデイズ」川崎美穂役（09 年） 
映画「パラダイス・キス」(監督：新城毅彦)（11 年） 
映画「ひみつのアッコちゃん」記者役（監督：川村泰祐）(12 年） 
映画「闇金ウシジマくん３」天生ガールズ役（監督：山口雅俊）（（16 年） 
映画「港区おじさん THE MOVIE」大貫由美役（監督：昌保博之）（18 年） 
 

●ドラマ 
NHK 連続ドラマ「ズッコケ三人組」レギュラー／奥田タエ子役（01 年） 
ANB 系連続ドラマ「Ｒ-17」高校生役（01 年） 
CX 系連続ドラマ「ロングラブレター／漂流教室」レギュラー／東トメ子役（02 年） 
CX 系連続ドラマ「ランチの女王」準レギュラー／アヤ役 （02 年） 
CX 系連続ドラマ「お義母さんといっしょ」サキ役（03 年） 
TBS 系連続ドラマ「Stand Up!!」久米直也の彼女役（03 年） 
TBS 系連続ドラマ「ドールハウス 〜特命女性捜査班〜」３話ゲスト出演（04 年） 
CX 系連続ドラマ「犯人デカ」金田早苗役（04 年） 
TBS 系スペシャルドラマ「夜回り先生」高校生役（04 年） 
TBS 系連続ドラマ「ラブシャッフル」女子社員役（09 年） 
CX 系連続ドラマ「リアル・クローズ」翔子役（09 年） 
CX「ストロベリーナイトサーガ」9 話 吉田真純役（19 年） 
TX 水ドラ 25「闇芝居（生）」(20 年) 
NTV 系水曜ドラマ「ウチの娘は、彼氏が出来ない！！」4 話モデル風美女役（21 年） 

 
●広告 

花王「ケープ」雑誌広告 
アスキー「週刊アスキー」新聞広告 
ツーカー「ツーカーセルラー東海」TVCF 
TBS「キャンペーン」TVCF（02 年） 
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マクドナルド「チキンフィレオ・ヴィンテージショップ」TVCF（03 年） 
日本クラウン「ドワンゴ」ポスター（04 年） 
SONY「プレイステーションポータブル/パタポン（PATAPON）」（07 年） 
SONY「PS3 今だ！篇」ナレーション（08 年） 
リーボック「イージートーン」TVCF（12 年） 
小林製薬「フェミニーナ軟膏 S」TVCF（12 年） 
パルティール「SUPERWAVE」（15 年） 
イチネンホールディングス 企業広告（15 年） 
MAZDA「関東マツダ-SUV」WEBCM、トレインチャンネル、カタログ（19 年） 
 

●TV 
NTV「THE 夜もヒッパレ」ゲスト（01 年） 
EX「スマステーション」（14 年） 
CX「キスマイ BUSAIKU!?」※VTR マイコ役（15 年） 
 

●雑誌（抜粋） 
mc sister（婦人画報社） 
SEVENTEEN（集英社） 
CUTiE（宝島社） 
SEVENTEEN／non-no／Men’s non-no（集英社） 
きれいの魔法（NHK 出版） 
JUNIE（扶桑社） 
anan（マガジンハウス） 
装苑（文化出版局） 
美的／イマージュネット／テレパル（小学館） 
Stonew／AnnexPICHI（学習研究社） 
TOKYO 一週間（講談社） 
kindai（近代映画社） 
週間女性（主婦と生活社） 
BLT／Tokyo Bros（東京ニュース通信社） 
SPA（扶桑社） 
サイゾー(インフォバーン) 
Mac Fan Beginners（表紙）(毎日コミュニケーション) 
ポポロ（麻布台出版） 
TV ステーション（ダイヤモンド社） 
デジタルキャバ（表紙）（学習研究社） 
BARK OUT!（表紙）（三栄書房） 
FYTTE／デジキャパ！連載「デジイチ初心者マイコが挑戦！」（学研プラス） 
Hot pepper（リクルート） 
エスカーラ（マイナビ） 
他 
 

●WEB 
「rockin’on presents/countdown JAPAN 07-08」レポーター（08 年） 
美女 NAVI ショールーム「マセラティ クアトロポルテ スポーツ GTS×留奥麻依子」msn 記事広告（12 年） 
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東京カレンダーWEB 動画「港区おじさん」 大貫由美役（17〜19 年） 
東京カレンダーWEB 東カレステーション 東カレトーク 東カレキッチン（20 年） 

 
●ショー 

タマリス「TAMARIS Global Saloon」（07 年） 
「GINZA TANAKA&YUMI KATSURA ゴールドティアラコレクション」（09 年） 
「アジアブライダルサミット 2009（YUMIKATSURA）」（09 年） 
「DRESS UP NIGHT supported by Dorry Doll」（13 年） 

 
●ラジオ 

レインボーFM「DJ TAKA Super Magic Talk」 
 
●その他 

SEGA Dreamcast 用ソフト「e`s」実写版 田代正子役（01 年） 
ODAIBA TV「男子食堂 TV」 アシスタント MC／レギュラー（11 年） 
イベント「レノボ Windows７発売イベント」（12 年） 
ODAIBA TV「一個人×歴史人 TV」〈KK ベストセラーズ〉アシスタント MC（13 年） 
「Best od チェコアニメ映画祭」トークショー出演（13 年） 
「港区おじさんファンミーティング・ザ・ファイナル」（19 年） 
共感シアター「スターウォーズ エピソード 4 / 新たなる希望」（21 年） 
 

 


