
2019 「ラヴ・レターズ」 （メリッサ役） ［新国立劇場 小劇場］

「怪人と探偵」 （北小路雅子役） ［KAAT神奈川芸術劇場、兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール］

「ビビを見た！」 （ホタルの母役） ［KAAT神奈川芸術劇場＜大スタジオ＞］

「クイーン・エリザベス-輝ける王冠と秘められし愛-」 （ベス役） [日生劇場]

ミュージカル「キューティ・ブロンド」 （ポーレット役） ［日比谷シアタークリエ、梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ　他］

2018 「命売ります」 （薫の母、民宿のおかみ役） ［サンシャイン劇場、森ノ宮ピロティホール］

ブロードウェイ・ミュージカル「ロジャース / ハート」 ［DDD青山クロスシアター、松下IMP ホール、やまと芸術文化ホール メインホール］

ミュージカル「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」 （ジャン役） [梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、TBS赤坂ACT シアター]

クリエ10周年記念コンサート「TENTH」 ［日比谷シアタークリエ、兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール］

2017 ブロードウェイ・ミュージカル「アダムス・ファミリー」 （アリス役） ［KAAT神奈川芸術劇場、豊中市立文化芸術センター、オーバード・ホール ］

ブロードウェイミュージカル「フロッグとトード 〜がま君とかえる君の春夏秋冬〜」 ［志木市民会館パルシティ、東京芸術劇場 プレイハウス、森ノ宮ピロティホール、彩の国さいたま芸術劇場 大ホール］

「I LOVE A PIANO」 ［DDD 青山クロスシアター、松下IMPホール、よみうり大手町ホール］

ミュージカル「キューティ・ブロンド」 （ポーレット役） ［日比谷シアタークリエ、メルパルクホール大阪　他］

2016 「エリザベート TAKARAZUKA20周年 スペシャル・ガラ・コンサート」 [梅田芸術劇場、Bunkamura オーチャードホール]

ミュージカル・ライブ「イチラス！」 [ヤマハエレクトーンシティ渋谷3階メインスタジオ]

タクフェス第4弾　舞台「歌姫」 （メリー役） [梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、サンシャイン劇場　他]

「今井清隆コンサート」 [伊勢崎市文化会館　大ホール]

ミュージカル「三銃士」 （ミレディ役） [日生劇場]

「第48回サマージャズ」 [文京シビックホール 大ホール]

「ブロードウェイ・ミュージカルライブ」 [EXシアター六本木]

ミュージカル「グランドホテル」 （ラファエラ役） [赤坂ＡＣＴシアター、愛知県芸術劇場大ホール、梅田芸術劇場]

2015 ブロードウェイミュージカル『フロッグとトード』がま君とかえる君の春夏秋冬 [江東区文化センター、KAAT神奈川芸術劇場ホール]

「歌のチカラ 初秋の三陸を訪ねて」 [にっぽん丸（船上）]

「７seconds ～　決断の瞬間まであと７秒　～」 [天王洲　銀河劇場]

ミュージカル「ズボン船長～Fifi & the Seven Seas～」 （ケンのお母さん役） [梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ]

ミュージカル・ライブ「イチラス！」 [ヤマハエレクトーンシティ渋谷3階メインスタジオ]

「居酒屋お夏」 （おすが役） [三越劇場]

「Golden Songs」 [東京国際フォーラムCホール、梅田芸術劇場]

2014 「オン・ザ・タウン」 （クレア・デュルーン役） [青山劇場、オリックス劇場]

「天才執事ジーヴス」 （オノリア・グロソップ役） [日生劇場]

「IN THE HEIGHTS」 （カミラ・ロザリオ役） [Bunkamuraシアターコクーン、森ノ宮ピロティホール、

福岡市民会館、中日劇場、KAAT神奈川芸術劇場ホール]

「有頂天家族」 （下鴨母役） [本多劇場、京都劇場]

2013 「リズミックタウン2013」 （カーナ役） [新国立劇場・小劇場]

「ＫＡＫＡＩ 歌会」(再演) [名鉄ホール、あましんアルカイックホール・オクト]

「ONE-HEART MUSICAL FESTIVAL 2013夏」 [シアタークリエ]

「男嫌い」 （モリコ役） [ル テアトル銀座、京都・南座、地方]

「新幹線おそうじの天使たち」 (菅原優子役) [AiiA Theater Tokyo]

「ＫＡＫＡＩ 歌会」 　 [三越劇場]

2012 「プロミセス・プロミセス」 (マージ役) [新国立劇場・中劇場]

「DREAM BOYS」 (サキホ役) [帝国劇場]

「桜の森の満開の下」 (女房役) [スパイラルホール]

「ダウンタウン・フォーリーズ vol.8」 [さくらホール、地方]

「アイ・ガット・マーマン」 [シアタークリエ]

2011 ソロLIVE 「JURI CHANNEL 2011kHz」 [ヤマハエレクトーンシティ渋谷]

Broadway Musical 「Side Show」　 (主演：デイジー・ヒルトン役) [シアター1010、森之宮ピロティホール]

「Side Show」Musical LIVE (主演：デイジー・ヒルトン役) [恵比寿ガーデンホール]

小倉久寛ひとり立ち公演 「ダンス天国」 女性メイン全役 [シアターサンモール]

ミュージカル 「ウェディング・シンガー」 (ホリー役) [シアタークリエ、梅田芸術劇場、地方]

2010 ミュージカル 「ファントム」 (カルロッタ役) [赤坂ＡＣＴシアター、梅田芸術劇場]

「ニュー・ブレイン」 ガラコンサート [シアタークリエ]

「Side Show」Musical LIVE [シアタークリエ]

ダンス・ミュージカル 「絹の靴下-Silk Stockings-」 (ジャニス・デイトン役) [青山劇場、他]

Broadway Musical「Side Show」 (主演：デイジー・ヒルトン役) [東京芸術劇場]

TSミュージカル 「GARANTIDO」 (桐野ヒデミ・劇団：千里 役) [東京芸術劇場]

2009 「Nine The Musical」 (スパのマドンナ役) [ル テアトル銀座、シアターＢＲＡＶＡ！]

「TEACHERS～職員室より愛を込めて～」 (永山真紀子役) [東京芸術劇場、シアター・ドラマシティ]

ミュージカル 「ニュー・ブレイン～僕の中に春をいっぱい感じる～」 (ローダ役) [シアタークリエ]

2008 ORIGINAL MUSICAL 「THE TAP GUY」 (アンジェラ役) [博品館劇場、他]

ミュージカル 「SHOUT!」 (ｏｒａｎｇｅ役) [博品館劇場、地方公演]

「A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM」　 (ティターニア役) [東京芸術劇場、他]

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

ミュージカル 「ウェディング・シンガー」　 (ホリー役) [日生劇場]

2007 タナボタ企画 スペシャルガラコンサート 「TANA-GALA」　 [文京シビックホール]

「ＴＡＮＧＯ 2007 RHAPSODY in AUTUMN」 [銀河劇場]

「江利チエミ物語～テネシーワルツ～」 (雪村いづみ役) [中野サンプラザホール、他]

ブロードウェイミュージカル 「モダン・ミリー」　 (ミス・ドロシー・ブラウン役) [新国立劇場]

2006 SUPER COLLABORATE SHOW 「Mr.PINSTRIPE」 [青山劇場]

プレイウィズミュージック 「花嫁付き添い人の秘密」 (主演：メグ役) [博品館劇場、他]

「TANGO:SUMMER FASHION」 ゲスト出演 [エプソン品川アクアスタジアム内ステラボール]

樹里咲穂LIVE SHOW 「I gotta JURI’SM」　 [アレーナホール]

「エリザベート10周年ガラコンサート」 (ルキーニ役) [東京芸術劇場、他]

2005 カウントダウン 「ジルベスター・ガラコンサート」 [兵庫県立芸術文化センター]

舞　　台



ミュージカル・ヴォヤージュ 「ベルリン・トゥ・ブロードウェイ」　 [ル テアトル銀座]

◆テレビ

2017　「モシモノふたり」 【フジテレビ】

2017　「ひるキュン！」 【TOKYOMX】

2016～2019　「JURIの宝塚音楽同好会」レギュラー番組　司会 【ＣＳ放送】

2016　「JURIのいつでも どこでも トークでも」公開番組　司会 【ＣＳ放送】

2015　「JURIのいつでも どこでも トークでも」公開番組　司会 【ＣＳ放送】

2013　「JURIのいつでも どこでも トークでも」公開番組　司会 【ＣＳ放送】

2013　「CREAM QUIZ ミラクル9」　ゲスト出演 【テレビ朝日】

2010～2011　「JURIのやっぱりGOGO5！？」公開番組　司会　 【ＣＳ放送】

2009　「ヘキサゴンⅡ　クイズパレード！！」　ゲスト出演　 【フジテレビ】

2009　新春番組「JURIのA HAPPY NEW YEARっほ～い　もう正月やん」　司会 【CS放送】

2008～2009　「JURIのやっぱりGOGO5！？」公開番組　司会　 【CS放送】

2008　新春番組「JURIの①富士②鷹③なすびA HAPPY NEW YEAR～っほ～い」司会 【CS放送】

2007～2008　「JURIのどんだけGOGO５！？」公開番組　司会　 【CS放送】

2006～2007　「宝塚プルミエール」ナレーション　 【WOWOW】

2006～2007　「JURIのおじゃまんぼうセンサー」レギュラー番組　司会　 【CS放送】

2004～2005　「JURIのそれってどうなの！？」レギュラー番組　司会　 【CS放送】

2019 Takarazuka Revue GOODS SHOW ～宝塚歌劇を彩るオフィシャルグッズ展～トークイベント ［KITTE 1階 アトリウム］

2018 樹里咲穂の宝塚歌劇を愛でる会―第6回「ウエストサイドストーリー」を考える― [逸翁美術館マグノリアホール]

「樹里咲穂のビューティートーク」～緒月遠麻からの美の秘訣　＃１～ ［梅田阪急オフィスタワー］

「宝塚歌劇 宙組誕生20周年 宝塚歌劇 衣装·パネル展＆トークショー2018」 ［J:COM Wonder Studio　(東京スカイツリータウン内）］

「TAP THE BEST SHOW 2018」 ［日本青年館ホール］

 樹里咲穂の宝塚歌劇を愛でる会―第5回ミュージカル『ファントム』を考える― [逸翁美術館マグノリアホール]

2017 小林一三没後60年記念『小林一三が愛したタカラヅカVol.4』～彩輝なお×月影瞳×樹里咲穂～ [逸翁美術館マグノリアホール]

日経ウーマノミクスセミナー in 大阪「ビギナー大歓迎！タカラヅカって面白い」 ［日本経済新聞社大阪本社］

TAKARAZUKA SKY STAGE 開局15周年記念 「15th Anniversary フェスタ in KITTE」 ［KITTE 1階 アトリウム］

「L'Âge d'Or de la Chanson 2017」 ［銀座ヤマハホール］

「第8回 阪急ゆめ・まち親子チャリティコンサート」 ［梅田芸術劇場 メインホール］

「樹里咲穂の宝塚歌劇を愛でる会in TOKYO～宝塚歌劇の名作を考える～」 ［よみうり大手町ホール］

ラジオ「ラジオシアター～文学の扉」 ［TBSラジオ］

ラジオ「ビバ！タカラジェンヌ」 ［ラジオ関西］

樹里咲穂の宝塚歌劇を愛でる会―第4回宝塚グランドロマン「風と共に去りぬ」を考える― [逸翁美術館マグノリアホール]

樹里咲穂がこっそり教える「宝塚トリビア2017」 [ＮＨＫ文化センター梅田教室]

2016 「宝塚ドリームツアーズスペシャルコンサート開催記念トークライブ」 [ジェイコムワンダースタジオ]

朝日カルチャーセンター「エッセイのための取材術」 [朝日カルチャーセンター]

日経ウーマノミクスセミナー「タカラヅカを102倍楽しむ方法」 [日本経済新聞社大阪本社]

2016年かもめ～る販売開始セレモニー [大阪中央郵便局]

樹里咲穂の宝塚歌劇を愛でる会―第3回『エリザベート』を考える― [逸翁美術館マグノリアホール]

宝塚トークサロンイベント [日本プレスセンタービル]

New Year Secret Night「ニューイヤーライブ」 [ザ・プリンス パークタワー東京]

2015 2016年用年賀葉書の販売開始セレモニー [大阪中央郵便局]

樹里咲穂の宝塚歌劇を愛でる会―第2回「ベルサイユのばら」を考える― [逸翁美術館マグノリアホール]

ミュージカルTalk＆Songs Vol.７「KAKAI歌会スペシャル！」 [渋谷マウントレーニアホール]

「TOP HAT」＜来日公演＞制作発表 司会 [第一ホテル東京]

日経ウーマノミクスセミナー「タカラヅカの楽しみ方」 [日本経済新聞社大阪本社]

大阪北郵便局　一日郵便局長 [大阪北郵便局]

[逸翁美術館マグノリアホール]

2014 [逸翁美術館マグノリアホール]

2013 2013サマー宝塚フェア「STAY GOLD」 [リーガロイヤルホテル東京]

2009 自衛隊　護衛艦しらゆき「東京湾クルージング」 一日艦長 [東京湾晴海埠頭]

ミュージカル 「グロリー・デイズ」 ナビゲーター [ホテル日航東京]

2006 「ハローキティのくるみ割り人形」 くるみ割り人形役（アフレコ）

ディナーショー 「樹里咲穂クリスマスファンタジー2006」 [東京會舘]

2005 ディナーショー 「樹里咲穂クリスマスディナーショー」 [東京會舘、ホテル阪急インターナショナル]

　月刊ミュージカル誌　２０１１年ミュージカル・ベストテン　　女優部門５位

  月刊ミュージカル誌　２００５年ミュージカル・ベストテン  　「Ernest in Love」作品部門２位 /女優部門９位

映　　像

Special

イベント 他

― 他　トークショー多数出演 ―

樹里咲穂の宝塚歌劇を愛でる会―第1回タカラヅカレビューを考える―TALK　and　LIVE 
池田文庫第86回旅するTAKARAZUKA-海外公演・全国ツアーの軌跡-「樹里咲穂スペシャルトークショー」


