
2016 BOLERO 2016-モザイクの夢- [銀河劇場]

ブロードウェイミュージカル「シカゴ」宝塚歌劇OGバージョン (ハニャック役) [KAAT 神奈川芸術劇場、NY デビット・H・コーク・シアター、

東京国際フォーラムCホール、梅田芸術劇場]

「スーベニア～騒音の歌姫～」 （ジャニス・シンプソン役） [Bunkamura シアターコクーン、サンケイホールブリーゼ]

2015 「SUPER GIFT!　from Takarazuka stars」 [東京国際フォーラムCホール、梅田芸術劇場]

ディナーショー形式の舞台｢コンクラーヴェ｣ (アレッサンドロ枢機卿役) [都市センターホテル]

2014 「CHICAGO」 (ハニャック役) [東京国際フォーラムCホール、梅田芸術劇場、他]

「セレブレーション100！宝塚～この愛よ永遠に～」 [青山劇場、梅田芸術劇場、他]

「宝塚歌劇100周年 夢の祭典『時を奏でるスミレの花たち』」 [宝塚大劇場]

ディナーショー形式の舞台｢コンクラーヴェ｣ (アレッサンドロ枢機卿役) [都市センターホテル]

2013 ｢DREAM,A DREAM｣ [東急シアターオーブ、梅田芸術劇場]

｢DREAM LADIES｣ [梅田芸術劇場、東京国際フォーラムC、地方公演]

喜劇 「ウインザーの陽気な女房たち」 （アリス・フォード夫人役） [新国立劇場・小劇場]

2012 ミュージカル 「タップ☆ジゴロ」 （川島美奈子役） [博品館劇場、関東近辺]

ディナーショー 「Star Light Fantasy」 [東京會舘]

「ＤＡＮＣＩＮ’ ＣＲＡＺＹ２」 [梅田芸術劇場、オーチャードホール]

2011 「ＤＲＥＡＭ ＦＯＲＥＶＥＲ」 [日本青年館、梅田芸術劇場、地方]

「友情－秋桜のバラード－」 (再演) （ヒロインの母：島崎悦子役）　　 [三越劇場、渋谷区文化総合センター大和田、地方]

ディナーショー形式の舞台 「伯爵夫人の相続人」 （シスタールネ役）　　 [リーガロイヤルホテル東京]

ミュージカル 「三銃士」 （アンヌ王妃役） [日生劇場]

花柳壽輔 傘寿の会 「我が舞の道」 （藤娘）ゲスト出演　 [東京国際フォーラムＡ]

「愛と青春の宝塚－恋よりも生命よりもー」 (星風鈴子役)　 [青山劇場、全国公演]

2010 ブロードウェイ・ミュージカル 「ワンダフルタウン」 （ヘレン役）　 [青山劇場、梅田芸術劇場、他]

ディナーショー形式の舞台 「伯爵夫人の相続人」 （シスタールネ役）　　 [リーガロイヤルホテル東京]

戦国スペクタクルロマン 「愛、時を越えて」 （小春役）　　 [松竹座、御園座]

「友情－秋桜のバラード－」 （ヒロインの母：島崎悦子役）　　 [博品館劇場]

2009 「TEACHERS～職員室より愛を込めて～」 (中村真理子役)　　 [東京芸術劇場、他]

「T４ファーストコンサート」 ゲスト出演　　 [東京国際フォーラムC]

「愛と青春の宝塚－恋よりも生命よりも－」 （星風鈴子役）　　 [全国公演]

2008 湖月わたるディナーショー 「A Live」　 ゲスト出演　　 [ホテルグランヴィア広島]

湖月わたる20周年記念公演 「ＡＣＨＥ－疼き－」 [ル テアトル銀座、他]

競馬予想屋人情喜劇 「そのまま！」 （原田陽子役）　 [シアター1010、地方公演]

「CLUB SEVEN ５th 」  [エプソン品川アクアスタジアム内 ステラボール]

「DANCE 2008 GATHERING」 特別出演　　 [シアターアプル]

2007 「Ｍｒ．ＰＩＮＳＴＲＩＰＥ 2007」　　 [東京芸術劇場、大阪厚生年金会館]

「ＤＡＮＣＩＮ’ ＣＲＡＺＹ」　 [文京シビックホール、梅田芸術劇場、他]

レビュー・タカラヅカ 「ドーリーム・オン！」　　 [東京厚生年金会館、梅田芸術劇場、他]

2006 「松平健特別公演」　 （舞衣役）　 [新歌舞伎座]

プレイウィズミュージック 「花嫁付き添い人の秘密」 （アンジェラ役）　 [博品館劇場、他]

レビューファンタジー 「ビューティフル・タカラヅカ」　 [梅田芸術劇場、地方公演]

時代劇LIVEミユージカル 「滝沢演舞城」 （義経の母：常盤御前役）　　 [新橋演舞場]

2004 「喜劇 大吉夢家族」 （三女・大道寺まり子役）　 [帝国劇場]

「月光少年－あした月の上で－」 （純草役）　 [博品館劇場、新神戸オリエンタル劇場]

「アムールタカラヅカ」　 [愛・地球博EXPOドーム、地方公演]

「Broadway Gala Concert 2005」 [青山劇場、大阪厚生年金会館]

「CABARET」 （コスト役）　 [東京グローブ座、Zepp Osaka]

「ジュリアス･シーザー」 （ポーシャ役）　　 [シアターX]

「暗い日曜日」 （イロナ・ヴァルナイ役）　 [ル テアトル銀座]

「Winter Rose」　 [博品館劇場、新神戸オリエンタル劇場]　‘05［再演］

「B列車で行こう！」　 [ホテル日航東京]

2003 「森は生きている。」 （姉役） [アートスフィア]

「シンドバッドの大冒険2003」 （ナターシャ姫役） [府中の森芸術劇場]

「シェルブールの雨傘」 （マドレーヌ役）　 [グローブ座、近鉄劇場]

2002 「からくりお楽」　「てるてる坊主の照子さん」　　 [帝国劇場、御園座]

舞　　台



◆映　画

2014 「望郷の鐘－満蒙開拓団の落日－」 （冬子/周麗華役）

2006 「筆子その愛―天使のピアノ―」 （津田塾創設者：津田梅子役）

2004 「石井のおとうさんありがとう～石井十次の生涯」 （吉田辰子役）

◆テレビ

2016 「ようこそ櫻の国へ」 【TOKYO MX】

2014 「音楽の日」 ゲスト出演 【TBS】

2011 「笑っていいとも！」 ゲスト出演 【フジテレビ】

2008 NHK 「第40回 思い出のメロディ」 【NHK】

2007 「宝塚ドリーミング・シアター」 （ナビゲーター）レギュラー 【TwellV(トゥエルビ)】

第58回 NHK紅白歌合戦 【NHK】

火曜ドラマゴールド 「監察医 室生亜季子スペシャル」 （斎藤千春役） 【日本テレビ】

NHK木曜時代劇 「新はんなり菊太郎」 （田村奈々役）レギュラー出演 【NHK】

2005 「はぐれ刑事純情派 ファイナル」 （久保聡子役） 【テレビ朝日】

2004 NHK金曜時代劇 「はんなり菊太郎２」 （田村奈々役）レギュラー出演 【NHK】

◆ラジオ

2016 TBSラジオ「ラジオシアター～文学の扉」 ゲスト出演 【TBSラジオ】
渋谷ＤＥどーも２０１６ ごごラジ！公開生放送「宝塚トップスター大集合！」 ゲスト出演 【NHKラジオ第1】

2014 「かんさい土曜ほっとタイム」 ゲスト出演 【NHKラジオ第1】

2013 「午後のまりやーじゅ」 ゲスト出演 【NHKラジオ第1】

◆イベント

2015

2011 兵庫県人権啓発ビデオ「桃香の自由帳」（東映制作） 主演：入江日菜子役

2009 警察庁交通安全教育用映像ビデオ ナビゲーター

自衛隊　護衛艦しらゆき「東京湾クルージング」（東京港晴海埠頭） 一日艦長

自衛隊　第6護衛艦おおなみ「体験航海」（東京港晴海埠頭） 一日艦長

2007 「高層ビル総合防災訓練」（新宿アイランド）　一日新宿消防署長

「第二回銀座柳まつり」（銀座パレード）　一日築地警察署長

2004 「Trombone Quartet Zipang」 朗読 [すみだトリフォニーホール]

 2002～2003 「おしゃべり好きなコンサート」 司会

◆アフレコ

2012 アニメーション映画 「明日の希望－高江常男物語－」 （浩平の母役）

2007 海外ドラマ 「ヤングスーパーマン３」 （少女カーラ役）ゲスト

2006 海外ドラマ 「犯罪捜査官ネイビーファイル８ JAG」 （ウォーラー艦長役）ゲスト

映像　他

イベント 他

「特殊詐欺撲滅キャンペーン」(歌舞伎座・木挽町広場)　一日中央築地月島久松警察署長


