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『信州上田観光プリンセス』拝命
信州上田観光プリンセスオフィシャルブログ更新中！
長野里美オフィシャルブログｂｙＡｍｅｂａ 更新中！

早稲田大学第一文学部在籍中に鴻上尚史主宰「第三舞台」に参加。以降、24 作品に出演。第三舞台の公演以外にも外
国人演出家と組み、意欲的にシェイクスピア作品に挑み、96 年 11 月から一年間、文化庁の海外研修員としてイギリス
への演劇留学をした。最近では、ＴＶドラマでの活躍が著しい。02 年から、役者：上杉祥三と「演劇ユニット“トレ
ランス”
」を旗揚げし、公演の度に様々な人達と関わりあいながら、毎回新しいエンターテインメントを目指している。
《最 新 情 報》
Ｔ Ｖ ・ＮＴＶ系 4 月・7 月期 新日曜ドラマ「あなたの番です」レギュラー出演！ 毎週日曜 22:30～放送中！

連絡先 ／ ㈱ 融合事務所

URL http://www.yougooffice.com
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 2-23-7 エビスパークヒルズ 203 号 TEL:03-3794-2404 FAX:03-3794-2405

長 野 里 美
NAGANO

芸歴 1

SATOMI

【テレビ】
「いけない女子高物語」(NTV 90) / 「奇妙な出来事」第 17 話 (CX 90)
「世にも奇妙な物語」～恐怖の手触り～(CX 90) / 月曜女のサスペンス「死の懸賞」(TX 92)
「嘘つきは夫婦のはじまり」レギュラー(NTV 93)
「ぽっかぽっか」レギュラー(TBS 94) / 「ぽっかぽっか 2」レギュラー(TBS 95)
「世にも奇妙な物語」～95 秋の特別編～(CX 95) / 「正義は勝つ」第 7～9 話(CX 95) / 「木曜の怪談」(CX 95)
「TOKYO23 区の女」～豊島区の女～(CX 96) / 「ぽっかぽっか 3」レギュラー(TBS 96) / 「熱中家族」(NTV 98)
「踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル」(CX 98) / 「走れ公務員」第 4 話(CX 98) / 「ソムリエ」第７話(CX 98)
金曜エンタテイメント「嫁姑ドクターの事件カルテ」(CX 99) / 金曜エンタテイメント「ベストセラー作家は白百合の仕置き人」(CX 99)
「リング ～最終章～」第 1、2 話(CX 99) / 「温泉へ行こう」(TBS 99)
金曜エンタテイメント「年の差カップル刑事②」(CX 01) / 「新・お水の花道」第４話(CX 01) / 「R-17」第 7～9 話(ANB 01)
「恋するトップレディ」レギュラー(CX 02) / 「ホーム&アウェイ」(CX 02) / 「東京ラブ・シネマ」第 6 話(CX 03)
「ムコ殿 2003」第 4 話(CX 03) / 「ほんとにあった怖い話」(CX 04) / 金曜エンタテイメント「年の差カップル刑事③」(CX 04)
「ほしに願いを」(NHK 04) / 「東京湾景」レギュラー(CX 04) / 「ごくせん 2」第 9 話(NTV 05)
朝の連続ドラマ「ファイト」第 64 話(NHK 05) / 「離婚弁護士 2」第 10、11 話(CX 05)
金曜エンタテイメント「シングルファザー～新聞記者･新庄圭吾の事件ファイル②」(CX 05)
「半分の月が登ぼる空」第 5 話～(TX 06) / 「ダンドリ。～Dance☆Drill～」
（CX 06）/「生徒諸君！」第 8、9、10 話（EX 07）
「探偵学園 Q」第 9 話(NTV 07) /「医龍 2」第 9、10、最終話（CX 07）/ 新春ワイド時代劇「徳川風雲録」＜第三部＞ (TX 08)
「ハチミツとクローバー」第 3 話（CX 08/1）/ 4 夜連続ドラマ「一瞬の風になれ」第 1、2、4 話（CX 08/2）
「警視庁捜査一課 9 係」第 4 話ゲスト出演（EX 08/5）/ 「ラスト・フレンズ」第 10 話（CX 13/6）
「ありふれた奇跡」第７話ゲスト出演（CX 09/2/19）/ 「交渉人～THE NEGOTIATOR～」第 1、2 話（EX 09/10/22、29）
「不毛地帯」第 4 話（CX 09/11/5）/ 「東京 DOGS」第 5 話（CX 09/11/16）
中学生日記 第 1425 回「太陽の笑顔」
（NHK 10/2/6）
「警視庁継続捜査班」第 3 話（EX 10/8/5）
「産科医 大河内あかね」
（CX 10/12/3）
「財務捜査官 雨宮瑠璃子 6」
（TBS 11/2/14）
「新・警視庁捜査一課 9 係 3」
（EX 11/8/3）
「ブルドクター」第７話（NTV 11/8/17）
「私が恋愛できない理由」第 2、3、5 話（CX 11/10～11）
「カエルの王女さま」レギュラー出演 （CX 12/4～6）
「遅咲きのヒマワリ～ボクの人生、リニューアル～」第 5、7、8 話（CX 12/11/20、12/4、11）
「夜行観覧車」レギュラー出演（TBS 13/1～3）
「あぽやん～走る国際空港」第 6 話（TBS 13/2/21）
「名もなき毒」第 1 話（NTV 13/7/8）
「激流～私を憶えていますか？～」第 6 話（NHK 13/7/30）
「ダンダリン 労働基準監督官」第 1 話 （NTV 13/10/2）
「チーム・バチスタ 4 螺鈿迷宮」
（CX 14/1～3）
「夜のせんせい」8 話（TBS 14/3/7）
「戦力外捜査官」10 話（NTV 14/3/15）
「珈琲屋の人々」レギュラー出演（NHK BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 14/4～5）
「ラスト・ドクター」第 6 話（TX 14/8/22）
「ディア・シスター」第 5、9、10 話（CX 14/11/13、12/11、18）
「医師たちの恋愛事情」第 3 話（CX 15/4/23）
「死の臓器」
（WOWOW 15/7/12～15/8/9）
「HEAT」第 8 話（KTV・CX 15/8/25）
「コウノドリ」第 8 話（TBS 15/12/4）
NHK 大河ドラマ「真田丸」レギュラー出演（NHK 2016/1～12）
水曜ミステリー9「検事・沢木正夫 4 自首」
（TX 16/9/14）
ドラマ特別企画「往復書簡～十五年後の補習」
（TBS 16/9/30）
「砂の塔～知りすぎた隣人」第 10 話（TBS 16/12/16）
「アキラとあきら」
（WOWOW 17/7/9～9/3）※ATP 賞ドラマ部門 最優秀賞受賞
「黒革の手帖」第 1 話、3 話、5 話（EX 17/7/20、17/8/3、17/8/17）
日曜ワイド「おかしな弁護士」(EX 17/8/6)
「先に生まれただけの僕」第 8 話（NTV 17/12/2）
「咲Ｓａｋｉ―阿知賀編― ｅｐｉｓｏｄｅ ｏｆ ｓｉｄｅ-Ａ」
（MBS・TBS 系 17/12/5、12/26）
正月時代劇「風雲児たち～蘭学革命(れぼりゅうし)篇～」
（NHK 18/1/1）
「ＦＩＮＡＬ ＣＵＴ」レギュラー出演（KTV・CX 系 18/1/9～3/13）
「アンナチュラル」第 1 話（TBS 18/1/12）
「相棒 16」第 12 話（EX 18/1/17）
「我が家の問題」第 3 回（NHK-BS 18/2/18）
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【テレビ】
「あなたには帰る家がある」第 1 話、2 話（TBS 18/4/13、20）
「コンフィデンスマン JP」第 6 話（CX 18/5/14）
「ダブル・ファンタジー」第 4 話（WOWOW 18/7/7）
「義母と娘のブルース」第 6 話（TBS 18/8/14）
「透明なゆりかご」第 5 話（NHK 18/8/17）
「真犯人」レギュラー出演（WOWOW 18/9/23～）
「ちょい★ドラ」
『尽くす女』(NHK 19/1/12)
ドラマＢｉｚ「よつば銀行 原島浩美がモノ申す！」第 3 話（TX 19/2/4）
「トレース～科捜研の男～」第 6 話 (CX 19/2/11)
ＦＮＮ報道ｽﾍﾟｼｬﾙ 平成の“大晦日”令和につなぐﾃﾚﾋﾞ内ドラマ「プリンセス美智子さま物語 知られざる愛と苦悩の軌跡」(CX 19/4/30)
テレビ朝日開局 60 周年記念ドラマスペシャル「白い巨塔」第 3 夜（2019/5/24）
ＷＯＷＯＷ連続ドラマＷ「そして、生きる」第 4 話（2019/8/25）

【舞台】
1981 年、早稲田大学演劇研究会 / 第三舞台に参加
「宇宙で眠るための方法について」(第三舞台 81)
「プラスチックの白夜に踊れば」 / 「電気羊はカーニバルの口笛を吹く」(第三舞台 82)
「リレイヤー」/「デジャ･ヴュ」(第三舞台 83) / 「宇宙で眠るための方法について」 / 「モダン・ホラー」(第三舞台 84)
「朝日のような夕日をつれて 85」/「春にして君とわかれ」/「リレイヤー」
「もうひとつの地球にある水平線のあるピアノ」(第三舞台 85)
「デジャ･ヴュ 86」 / 「スワンソングが聴こえる場所」 / 「ハッシャ・バイ」(第三舞台 86)
「朝日のような夕日をつれて 87」 / 「モダン・ホラー特別編」(第三舞台 87)
「天使は瞳を閉じて」(第三舞台 88)
「宇宙で眠るための方法について・序章」 / 「ピルグリム」(第三舞台 89) / 「ビー・ヒア・ナウ」(第三舞台 90)
「朝日のような夕日をつれて 91」 / 「ハッシャ・バイ」 / 「天使は瞳を閉じて」(第三舞台 91)
「天使は瞳を閉じて～THE ANGELS WITH CLOSED EYES～」 *海外公演(イギリス･スコットランド･アイルランド) (第三舞台 91)
「トランス」(サードステージプロデュース 93)
「間違いの喜劇」(グローブ座カンパニー 94) / 「ロミオとジュエット」(グローブ座カンパニー 94)
「スナフキンの手紙」(第三舞台 94) /「星の忍者」(劇団新感線 95) / 「ハムレット」(グローブ座カンパニー 95)
「忠臣蔵ブートレッグ」(スペース・ゼロプロデュース 95) /
「月の輝く夜に」(R.U.P プロデュース 96) / 「リレイヤーⅢ」(第三舞台 96)
「ラブレターズ」(パルコ劇場プロデュース 98/5) / 「ラブレターズ」(パルコ劇場プロデュース 98/8/28)
「唇からナイフ」(R.U.P プロデュース 98/7) /「第 2 章」(パルコ劇場プロデュース 99/2～3)
「ファンレターズ」(じんのひろあきの秘密基地 98/7) /「ビューティフル・サンデー」(サードステージ showcase シリーズ 00/2)
「ペーパー・マリッジ」(サードステージ showcase シリーズ 01/7)
「ファントム・ペイン」(第三舞台 01/9/14～10/14 東京・大阪・福岡)
劇団ユニット トレランス旗揚げ公演｢神経衰弱｣(東京芸術劇場 小ホール 2 02/5/22～26)
「恋人たちの予感～When Harry Met Sally～」(Bunkamura シアターコクーン 02/7/26～8/4)
「今度は愛妻家〰THIS TIME IT’S REAL〰」(俳優座劇場 02/11/14～24) *大阪：近鉄小劇場
劇団ユニット トレランス第 2 回公演｢ルネッサンス｣(紀伊国屋ホール 03/1/23～26)
「ビューティフル・サンデー」＊再演(俳優座劇場 03/9/19～29) * 大阪：近鉄小劇場
演劇ユニット トレランス第 3 回公演｢クレオパトラの鼻｣(俳優座劇場 04/1/24～2/1) *新神戸ｵﾘｴﾝﾀﾙ劇場
演劇ユニット トレランス“二人芝居”vol.1｢嘘か真実(まこと)｣(新宿 THEATER TOPS 04/11/9～14)
演劇ユニット トレランス第 4 回公演｢BROKEN マクベス｣(紀伊國屋ホール 05/3/17～20)
演劇ユニット トレランス番外公演 vol.4「BROKEN 西遊記」(新宿 THEATER TOPS 05/12/23～26)
PARCO + サードステージ「ラブハンドル」(PARCO 劇場 06/2/4～20) *地方公演あり
「僕たちの好きだった革命」企画：堤幸彦/演出：鴻上尚史（シアターアプル 2007/2/28～3/11）*地方公演あり
プレタポルテ第二回公演「ちいさき神の、つくりし子ら」
（俳優座劇場 2008/2/8～16)
演劇ユニット トレランス公演「アセンション 2012」(新宿シアターモリエール 09/7/2～7)
演劇ユニット トレランス公演「アセンション 2012」(新宿シアターモリエール 10/1/7～10)
演劇ユニット トレランス公演「アセンション・ミロク」(池袋あうるすぽっと 10/7/7～13)
「世界のどこにでもある、場所」第 2 弾(作・総合演出：大森一樹、演出：大関真 10/11/30～12/5 下北沢・駅前劇場)
アマ.トレランス公演「公の園」(新宿シアターモリエール 11/1/28～31)
演劇ユニット トレランス公演「アセンション・日本」
（紀伊國屋ホール 11/7/21～26）
第三舞台 封印解除＆解散公演「深呼吸する惑星」
（紀伊國屋ホール 11/11/26～12/18）*地方公演あり
「公の園」
（東京芸術劇場 13/3/3～3/10）*地方公演あり
パルコ劇場 40 周年記念公演 パルコ・プロデュース公演「ロスト・イン・ヨンカーズ」
（13/10/5～11/3 PARCO 劇場）*地方公演あり
「公の園 2 ～神様のいる場所～」
（シアターグリーン BIG TREE THEATER 14/4/18～25）
パルコ劇場 パルコ・プロデュース公演「君となら」
（14/8/9～9/15 PARCO 劇場）*地方公演あり
KOKAMI@network vol.15「サバイバーズ・ギルト＆シェイム～Surviver’s Guilt＆Shame～」
（紀伊國屋ホール 16/11/11～12/4）
「The Silver Tassie 銀杯」演出：森新太郎（世田谷パブリックシアター 18/11/～）
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【映画】
「ジュリエット・ゲーム」
「世界の中心で、愛をさけぶ」(東宝)行定勲監督作品(04/5)
「シムソンズ」(アットムービージャパン)佐藤祐市監督作品(06/2)
「HERO」(東宝)鈴木雅之監督作品(07/9)
「ゼロの焦点」(東宝) 犬童一心監督作品(09/11)
「東京公園」青山真治 監督(11/6/18)
「君の膵臓をたべたい」月川翔監督(17/7/28)
「望郷 Story1<夢の国>」原作：湊かなえ 監督：菊池健雄（17/9/16）
「咲Ｓａｋｉ―阿知賀編― ｅｐｉｓｏｄｅ ｏｆ ｓｉｄｅ-Ａ」
（18/1/20 公開）

【ＣＭ】
興和㈱ / カルビー㈱ / フマキラー㈱ / 旭松食品㈱ / サラヤ㈱ / イオン㈱ / 明治製菓㈱
㈱ソニー・インタラクティブエンタテインメント プレイステーションポータブル / 江崎グリコ㈱ / シオノギ製薬㈱ / 大阪ガス㈱
㈱NTT ドコモ / 花王㈱

【ラジオ】
＜Ｃ Ｆ＞ ZERO / 日本生命 / トヨタ / キューピー
＜ドラマ＞ NHK オーディオドラマ FM シアター「嘘と真実（まこと）」（2008/1/5）
鴻上尚史作・オールナイトニッポン劇場「家族編」第 1 話～6 話（2018/4/2～6/22）

【その他】
＜ＷＥＢ＞ Tokyo Copywriters’ Street「歌謡カプセル曲」
＜雑誌＞ 2 月 16 日発売「女性自身」3 月 1 日号

