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2019   「みとりし」　　　　　　　　　　　　　　監督：白羽弥仁主演：高村みのり役
2019   「いつまでも忘れないよ」　　　　　　　　　 監督：堀内博志倉科美奈役
2018   「ハモニカ太陽」　　　　　　　　　　　　　監督：菱川勢一五十嵐文江役
2018   「三尺魂」 　　　　　　　　　　　　　　　　監督：加藤悦生ヒロイン：希子役
2016   「SCOOP!」　　　　　　　　　　　　　　　監督：大根仁
2016   「ちはやふる　上の句」　　　　　　　　　　監督：小泉徳宏
2015   「人狼ゲーム　クレイジーフォックス」　　　監督：綾部真弥

 

　　　　　　　
 

2021　マクドナルド　マックシェイク®&ワッフルコーン「♪ミルキーのままの味♪」篇
2020　トヨクモ　安否確認サービス　新テレビCM
2020 　I -PR IMO 「レストラン・プロポーズ」帰り道編、リング編》  
2020 　モスチキン 「二人のチキン南蛮」篇
2020 　東京個別指導学院 「君のため 講師は学ぶ」編

2021　NTV 「ボイス２　110緊急指令室」　第８話　重藤恵美役
2021　テレビ東京　ドラマプレミア23 第2弾「シェフは名探偵」第7話 亜子役
2020   NHK よるドラ『彼女が成仏できない理由」　山田千春役
2020  「痛快スカッとジャパン」母と祖母の知られざる絆」
2020　NHK 土曜ドラマ『三浦部長、本日付で女性になります。』 町岡那美役
2020  「LINEの答えあわせ~男と女の勘違い 川上役
2020　tv  a sah i  「仮面ライダーゼロワン 01」一輪サクヨ役　17話、18話

  　

《舞台》       劇団た組「私は私の家を焼くだけ」脚本・演出 : 加藤拓也
                                                                 主演 : 安村可奈役
 

2020　沖縄県ブランディングMOVIE 「BeOkinawa2020」
2020　NHKオーディオドラマ「ねぷたの来ない夏に」2020年、祭りが終わるはずだった日。不思議な声が私を呼んだ
2017  「東映 presents HKT48x48 人の映画監督たち」　「背伸びして田中」　監督：飯塚俊光　村上役
2017　舞台　城山羊の会　『相談者たち』 作・演出：山内ケンジ　

2020　the shes gone　 「ディセンバーフール」
2019　バレーボウイズ　「人間大好き」
2018 　Mr.Children　「Your Song」　
2016　バレーボウイズ 　「海へ」

《映画》　「誰かの花」　奥田裕介監督　長谷川里実役
　　　　　　　　東京国際映画際　正式出品作品
　　先行上映（ジャック＆ベティ）2021年12月18日（土）～24日（金）
　本公開（ジャック＆ベティ/ユーロスペースほか）2022年1月29日（土）～
《TVCM》　大和ハウス 家族の群像 #2「萌芽」編
」

《舞台》　「あの子より、私。」　池亀英美香役　出演
　　　　　                                作：演出 / 岸本鮎佳　   
　　　　よみうり大手町ホール　　　　2022年1月15日（土）～1月27日（木）
　　　　 サンケイホールブリーゼ　   2022 年 2 月 5 日（土）～ 2 月 6 日（日）
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監督 : 湯浅典子 
監督 : 山下洋助
監督 : 作田遥人 ※主演 
監督 : 飯塚俊光 ※ヒロイン
監督 : 金子陽介 ※主演
監督：福田桃子 ※主演
監督 : 井口昇
監督 : 坂本浩一
監督 : 岨手由貴子

2015　短篇映画『空っぽの渦』
2015　 『まぼろし』
2014　 『自由の世界』
2014　『独裁者、古賀。』
2014　『月震のかずみ』
2013　短編映画『グッバイ・マザー』
2012　『The ABC’ s of Death』
2012　『仮面ライダーフォーゼ』
2010　短編映画『アンダーウェア・アフェア』

映画

TV

CM
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2015　『リアル鬼ごっこ』 監督 : 園子温

2019　痛快スカッとジャパン ~劣等生が受験で大逆転 ~ 松島真由役
2017　AbemaTV『ハケンのキャバ嬢 彩華』第6話 さくら役
2016　 CX 『フラジャイル』 第 6 話 須藤玲奈役
2014　TBS 日曜劇場『ごめんね青春 !』全 10 回 レギュラー生徒
2014   NHK BS プレミアム「おそろし～三島屋変調百物語』お勝役
2012　EX『仮面ライダーフォーゼ』 第 3５話 : 第 36 話 乙川美奈役   
2010　CX『PERFECTREPORT』第 9 話
2010　NHK 土曜時代劇「桂ちづる　診察日記」お竹役
2009　WOWOW『SOIL ーソイルー』第 1 話、第３話、第 8 話
2009　ETV 『伝える極意ドラマスペシャル』 学級委員長役
2008　KTV 『ゆっくり歩け、空を見ろ』

2019 　メナード　薬用ビューネ　「聞いてよ、ビューネくん
2019 京成スカイライナーお客様は、お姫様。20分おきに sexy篇
2019　カー用品のジェームス　連続10秒ドラマ　愛の停止線　山根役　第二十話「弱い男」　第二十一話「新しい日々」
2019　トヨクモ (旧サイボウズ )安否確認サービス2TVCM
2018　【ローソン】おにぎり屋 TVCM 【予告編】【ロングラン編】 
2018　日本電産企業CM「私はモーター編
2018　損保ジャパン /「傘の花
2017　マクドナルド /BQ編
2018　損保ジャパン /「傘の花」
2017　マクドナルド /BQ 篇
2016　ドミノピザ / サンタ編
2016　モスバーガー / 日本のバーガー・モスライスバーガー【焼肉編】 
2013　ソフトバンク / 白戸家・授業編
2010　JA バンク / 子育て支援定期預金・たかいたかい編
2008　栄光ゼミナール / グラス編成編
2007　任天堂 /DS 献立全集・今夜の献立編
2007　SUZUKI/ 新型 LANDY 

2017　SAME　『ファンファーレ』 
2016　GENERATIONS from EXILE TRIBE　『涙』 
2015　谷修　『わたしは桜』 
2012　Aimer　『あなたに出会わなければ - 春夏秋冬 -』 
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