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1９７０．８．１７生まれ
神戸市生まれ、台湾育ち 血液型ＡＢ
㎏／Ｂ84
身長 161 ㎝／体重 52 ㎏／Ｂ
84 ㎝・Ｗ63
㎝・Ｗ63 ㎝・Ｈ92
㎝・Ｈ92 ㎝・Ｓ24,
㎝・Ｓ24,５㎝
24,５㎝ 洋服９号
【特技
特技】
中国語((北京語
北京語))・英語 ※どちらも日常会話可能 ／水泳／
／水泳／日本舞踊
】 中国語
日本舞踊（花
柳流名取）
・着付け／シャンソン
・着付け／シャンソン（ライブハウス出演中）
シャンソン（ライブハウス出演中） 【免許】
免許】普通自動車
※ １８年間台湾台北市在住。台北アメリカンスクール卒業
日大芸術学部演劇学科（演技コース）卒業
日大芸術学部演劇学科（演技コース）
卒業
アクト青山（渥美國泰主宰）に６年間在籍

【ＮＨＫ】
'９３日中合作ドラマ「
「誕生！ぼくの左足」(中野アキ役)
※デビュー作
９３
誕生！ぼくの左足」
'９５ＢＳ日曜ドラマ｢蔵｣
｢蔵｣（ヒロイン烈のお守り・おつま役・
（ヒロイン烈のお守り・おつま役・レギュラー）
レギュラー）
９５
｢蔵｣（ヒロイン烈のお守り・おつま役・レギュラー
'９７「風の昭和日記・新花へんろ」
９７「風の昭和日記・新花へんろ」第５回（遊女花枝役）
「風の昭和日記・新花へんろ」
'９７金曜時代劇「
「新・半七捕物帳～張子の虎～」
９７
新・半七捕物帳～張子の虎～」第１７回
半七捕物帳～張子の虎～」
'９７金曜時代劇「寺子屋ゆめ指南～居残り正二郎
「寺子屋ゆめ指南～居残り正二郎」第６回
９７
「寺子屋ゆめ指南～居残り正二郎
「上海タイフーン」第４,５話（古谷一行さん
古谷一行さんと暮らす中国人・
'０８ 土曜ドラマ「上海タイフーン」
「上海タイフーン」
古谷一行さん
胡清明役）
'０８ 大河ドラマ「篤姫」第１９、２０、２５話（御年寄・八重野役）
'０８ スペシャルドラマ「白洲次郎」第１回（女中頭・おみつ役）
スペシャルドラマ「白洲次郎」
'１０ 連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」第 12、
12、25 回（主婦１役）
'１１ 「開拓者たち」第２部（中国人主婦役）
'１３ 「彼女のこんだて帖」第 11 回（渡辺哲さんの妻役）ＢＳプレミアム
（渡辺哲さんの妻役）ＢＳプレミアム
'１３ 「ハートフルストーリーズ」（４話「赤ちゃん」妻役）ラジオ第１
'１７ 「許さないという暴力について考えろ」（シャンソン歌手役）
【ＮＴＶ】
'９７～'
「警視庁鑑識班４・９・10
９７～'０２火曜サスペンス劇場「警視庁鑑識班４・９・
０２
「警視庁鑑識班４・９・10・
10・12・
12・14・
14・15」
15」
'００
火曜サスペンス劇場「切り
「切り裂かれた夫婦」
「切り裂かれた夫婦」
'０８ 「おせん」第８話（一升庵の客役）
「おせん」
'１１ 「デカワンコ」第３話（中村の恋人役）
'１７ 「帰ってきた家売るオンナ」
「帰ってきた家売るオンナ」（中国人客役）
【ＥＸ】
'９７「はぐれ刑事純情派～殺し文句で殺人
（23 回・昼は
９７「はぐれ刑事純情派～殺し文句で殺人!
「はぐれ刑事純情派～殺し文句で殺人!？ダイエットの女～」
ＯＬ、夜は風俗嬢・里山安子役）
'００ 土曜ワイド劇場「広域捜査官楠錬三郎・北へ南へ」
「広域捜査官楠錬三郎・北へ南へ」（中国語通訳役）
'０７「特命係長 只野仁」（第 30 話・高級クラブのママ役）
'１０ 「相棒」(9th
「相棒」(9th シーズン 13 話・宗方綾乃役)
話・宗方綾乃役)“歴代最高視聴率 22,5%”
22,5%”
【ＴＢＳ】
'９６ 月曜ドラマスペシャル「白愁のとき」
「白愁のとき」
（芸者・真琴役）
'９９月曜ドラマスペシャル「漫画
「漫画家・真行寺華美の殺人レシピⅡ」
９９
「漫画家・真行寺華美の殺人レシピⅡ」
'０９「水戸黄門」（４０部 3 回・根本里江役）
'１０ 「ハンマーセッション！」（第７話・中里明子役）
'１１ 月曜ゴールデン「守護神～ボディーガード 進藤輝～」
進藤輝～」（中華料理店従
業員・金田翠役）
'１５～
１５～'１６ ごごネタ！「くらしにピントＴＶ」（ママ役レギュラー
（ママ役レギュラー）
レギュラー）
【ＴＸ】
'９８「飛んで火に入る春の嫁」
（小倉一郎の新妻役）
９８「飛んで火に入る春の嫁」
（小倉一郎の新妻役）
'９９「永遠のアトム・手塚治虫物語」
９９「永遠のアトム・手塚治虫物語」
'０７水曜ミステリー９「さすらい署長風間昭平⑥」
「さすらい署長風間昭平⑥」（クラブホステス可奈子役）
０７
'０７ 水曜ミステリー９「湖に佇つ人」
「湖に佇つ人」（室井滋さん扮する弁護士の助手・田中みどり役）
'１７ 「警視庁ゼロ係」2
「警視庁ゼロ係」2nd season （1 話・不動産会社課長・小林雅子役）
【ＣＸ】
金曜エンタテイメント「泥棒日記」
「泥棒日記」
'９９ 金曜エンタテイメント「女医レイカ」
「女医レイカ」
クリスマススペシャルドラマ「恋するイブ」
「恋するイブ」翻訳・通訳・出演
「恋するイブ」
'０９ 「魔女裁判」（裁判官・塚田久美子役・レギュラー
レギュラー）
（裁判官・塚田久美子役・レギュラー）
'１０ 「東京リトル・ラブ」（３rd
（３rd シーズン 19 話・中国人客役）
'１１ 「世にも奇妙な物語 '１１秋の特別編～耳かき～」（主人公の母親役）
'１２ 「バッケンレコードを超えて」（中年男・中井貴一さんの妻役
（中年男・中井貴一さんの妻役）
中井貴一さんの妻役）
'１４ 「すべてがＦになる」（9
（9 話・パーティーの
話・パーティーのゲスト役）
パーティーのゲスト役）

'１５ 「無痛～診える眼～」（2
（2 話・監察医役）
【ＢＳフジ】
'０８「プラチナシート」（旅番組・名古屋編）
'０９「プラチナシート」（旅番組・大町編）
【WOWOW】
WOWOW】
'０９「ママは昔パパだった」（4
（4・5 話・ヒロインと同じマンションの主婦役）
'１１「造花の蜜」（３話・玉山鉄二さんの母役
玉山鉄二さんの母役）
（３話・玉山鉄二さんの母役）
【スカパー】
【スカパー】
'１５「ジゴロｉn
１５「ジゴロｉn シェアハウス」（１話・主婦瑤子役）
（１話・主婦瑤子役）
【Ｕ局】
'１２「港古志郎警視
１２「港古志郎警視Ⅱ
郎警視Ⅱ」（9
（9 話・木田の妻役）
【映画】
'９６「どこまでもいこう」
９６「どこまでもいこう」塩田明彦監督（主人公アキラの母親役）
「どこまでもいこう」
'９７「北京原人
９７「北京原人 Who are you ?」
?」佐藤純弥監督（女北京原人の飼育係役）
'９８「不夜城」
９８「不夜城」李志毅監督（徐鋭少年の母・楊琳役）
「不夜城」
'０２「明日をつくった男～田辺朔郎と琵琶湖疎水～」牛山真一監督
「明日をつくった男～田辺朔郎と琵琶湖疎水～」
'０４「歌舞伎町案内人」
０４「歌舞伎町案内人」（中国人クラブママ役）張加貝監督
'０６「呉清源」
０６「呉清源」（看護師役）田荘荘監督
'０７ 「ヘイジャパ！２００８年イマドキジャパニーズよ。愛と平和と理解を
信じるかい?
信じるかい?」(ヒロイン・神田沙也加さんの母役
ヒロイン・神田沙也加さんの母役)
さんの母役) 村松亮太郎監督
'０８「憐～Ren
０８「憐～Ren～」
Ren～」（主人公の母・鳴瀬瑛子役）堀禎一監督
'０８ ｢守護天使｣(引きこもり中学生の母役)
｢守護天使｣
佐藤祐市監督
'０８「弁天通りの人々」
（哀川翔さん演じる安田善次郎の妻役）
０８ 弁天通りの人々」（哀川翔さん演じる安田善次郎の妻役）市川徹監督
'１０「ブルックリン橋をわたって」（ヒロイン・石橋杏奈さんの母
（ヒロイン・石橋杏奈さんの母・小野寺聡
ヒロイン・石橋杏奈さんの母・小野寺聡
美役）横山浩之監督
'１１「夢売るふたり」（香川照之さんの妻役
（香川照之さんの妻役）西川美和監督
香川照之さんの妻役）西川美和監督
'１３「赤×ピンク」（真由の母親役）坂本浩一監督
【ＤＶＤ映画】
'０８「修羅の荒野」（若頭の妻・柿坂雪乃役）市川徹監督
'１０「遺物～壜～」
１０「遺物～壜～」（介護ヘルパー役）山田勇人監督
【NET ドラマ】
ドラマ】
'１８「天目危機」（服部少年の母役）
（服部少年の母役）曽翠珊監督
【舞台】
西木正明プロデュース公演「アイアイの眼」
「アイアイの眼」
「孫文の女」｢オーロラ宮異聞｣
'０７
朗読劇「細雪」
「細雪」三木武夫記念館公演
演出・元持昌之
「細雪」
'０８ 西木正明プロデュース公演「ルーズベルトの刺客」
「ルーズベルトの刺客」
'０９ ファンカスキャンパーズ 009 公演「突然 3 号」作・演出 三浦香
'０９ 「堀ひろこ ひとり語り～メリイクリスマス・燈籠～」
'１０ cineman 公演「ブスとたんこぶ」作・演出 鈴木穣
'１０「オセロ」演出
１０「オセロ」演出 いさらい香奈子
'１０ 渥美國泰追悼公演「明日の幸福」
'１１「一人芝居～チェロを弾く女」演出 鈴木穣
'１２ cineman 公演「ばばあめし」作・演出 鈴木穣
'１３ Ａ・Ｐ・ＢＡ・Ｐ・Ｂ-Tokyo 公演「青ひげ公の城」作・寺山修司
'１３ Ａ・Ｐ・ＢＡ・Ｐ・Ｂ-Tokyo 公演「田園に死す」作・寺山修司
【ＣＭ】
'０７「任天堂 Ｗi i」スチール
i」スチール
'０８「アジア太平洋広告祭」出品作品（和服女性役）
０８「アジア太平洋広告祭」出品作品
'１１「ゆうちょ銀行」ラジオＣＭ バレンタインチョコ篇（東京ＦＭ）
'１１「ゆうちょ銀行」ラジオＣＭ ひっこし篇 （東京ＦＭ）
（東京ＦＭ）

