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１９６１．１２．１０生まれ
大阪府八尾市出身 血液型Ｏ 本名・原口智恵
身長１５３㎝／体重４７㎏ Ｂ７８㎝・Ｗ６５㎝・Ｈ８７㎝・Ｓ２２，５㎝
【特技】三味線（名取：澤田邦舞）／民謡／関西弁
【趣味】映画鑑賞／【学歴】大阪芸大舞台芸術学科中退
※1986 年 劇団・東京壱組の旗揚げから 1996 年解散までの全作品に出演。93
年、「演劇ぶっく」誌人気投票で、女優ベスト９に選出される。

【ＮＨＫ】
'９５ 大河ドラマ「八代将軍吉宗」
'００ 朝ドラ「オードリー」（山野あさひ役 レギュラー）
「歴史みつけた～条約改正」
「わたしが子供だったころ～中川家篇～」
'１６ 朝ドラ「とと姉ちゃん」（６７話・婦人２役）
'１７ 土曜ドラマ「４号警備」（4 話・選挙事務所スタッフ 2 役）
'１７ 「許さないという暴力について考えろ」（占い師役）
'２０ 朝ドラ「エール」（74 話・主婦１役）
【ＮＴＶ】
'９２ 火曜サスペンス劇場「彼女の人生」
'１９ 「突破ファイル～お葬式編～」（叔母役）
【ＥＸ】
'９０「さすらい刑事旅情編３」
'１６「家政夫のミタゾノ」（2 話・木杉登代子役）
'１７「あいの結婚相談所」（3 話・参列者Ｃ役）
'１７「トットちゃん！」（18 話・隣家の主婦役）
'２１「ジモトに帰れないワケあり男子の 14 の事情」
（episode8・ワタルの母役）
【ＴＢＳ】
'８７ 「ドラマのように『愛してる・・・』」
'９３ 「下町の熱血弁護士」
'９５ 「愛していると言ってくれ」（4，6，8 話・日野葵役）
'０７ 「ロング・ウエディングロード！～東京ＶＳ大阪ワケアリ婚物語～」
'０９ 「ハンチョウ～神南署安積班～」
'１９ 「消えた天才～中里麗美編～」（増田明美さん役）
【ＣＸ】
'９１ 金曜ドラマシアター「ゆうべの秘密私の知らない・・・」
「ザ・スクールコップ」
「冗談画報」
「世にも奇妙な物語」
【ＴＶＫ】
「みどりの歩み」
【映画】
'９５ 「KAMIKAZE TAXI」原田眞人監督（セミナーを受ける芸者役）
'９８ 「のど自慢」井筒和幸監督
'９８ 「コキーユ／貝殻」中原俊監督
'０４ 「モリムラ」村山圭吾監督
'１１ 「ムンクの叫び」葉山陽一郎監督
'１２ 「瞳をとじて」葉山陽一郎監督
'１６ 「アルビノの木」金子雅和監督
'１６ 「君のまなざし」赤羽博監督（親戚Ａ役）
'２１ 「ある役者達の風景」沖正人監督（劇場受付役）
'２２
新作出演（撮影済）

【主な舞台】
'８３ 「夜打つ太鼓」劇団ホンダスタジオ
'８４ 「のすかいおらん」劇団ホンダスタジオ（駅前劇場杮落とし公演）
'８６ 「愛は頭にくる」劇団東京壱組 （旗揚げ公演）
'８７ 「大漫才」劇団東京壱組
'８７ 「幸せの黄色くもない石」劇団東京壱組
'８８ 「石鹸王国の話」劇団東京壱組
'８８ 「逢魔が恋暦 唐版おさん茂兵衛」作・演出：唐十郎 （新橋演舞場）
'８９ 「改訂版・大漫才」劇団東京壱組（本多劇場）
'８９ 「箱の中身」劇団東京壱組
'８９ 「天下御免」作・演出：早坂暁 （新橋演舞場）
'９０ 「滝廉太郎 荒城の月」民音劇場
'９０ 「青春はエレキだなんて言っちゃって・・・」劇団東京壱組（本多劇場）
'９１ 「分からない国」劇団東京壱組（本多劇場）
'９１ 「箱の中身」劇団東京壱組（ザ・スズナリ）
'９１ 「人食い動物園」（ホテルセンチュリーハイアット）
'９１ 「お金」劇団東京壱組
'９２ 「分からない国」劇団東京壱組（本多劇場）
'９２ 「滝廉太郎 荒城の月」民音劇場 全国ツアー
'９２ 「夏の世の夢」劇団東京壱組（シアターサンモール）※パック役
'９２ 「ソング・オブ・サイゴン」（パルコ劇場）演出：大谷亮介
'９２ 「ブラジルのいとこ」劇団東京壱組
'９２ 「分からない国」劇団東京壱組（本多劇場）
'９２ 「かやくごはん」スリーボンボンズ（本多劇場）
'９３ 「火男の火」劇団東京壱組（本多劇場、神戸オリエンタル劇場）
'９３ 「峰さをりコンサート'９３（シアターアップル）
'９３ 「ソング・オブ・サイゴン」（神戸オリエンタル劇場）
'９４ 「チャフラフスカの犬」劇団東京壱組（紀伊国屋ホール、神戸オリエンタル劇場）
'９４ 「もう大丈夫」劇団東京壱組（本多劇場）
'９５ 「違うチャフラフスカの犬」劇団東京壱組（本多劇場）
'９５ 「分からない国」劇団東京壱組（本多劇場）
'９５ 「リア王」劇団東京壱組（パナソニック・グローブ座）※道化役
'９５ 「ラ・烏賊ホテル」劇団東京壱組（トップスシアター）
'９６ 「果てるまで行く」劇団東京壱組（本多劇場、神戸オリエンタル劇場）
'９６ 「十二夜」（パナソニック・グローブ座）
'９６ 「ザ・近松」（近鉄劇場）
'９７ 「はつ恋」地人会（紀伊国屋ホール）
'９８ 「はつ恋」地人会
'９９ 「ザ・近松」（日生劇場）
'９９ 「ブレヒト・オペラ」（新国立劇場）演出：佐藤信
'００ 「お隣の脱走兵」（紀伊国屋ホール）演出：西川信廣
'０１ 「クライム・リユニオン」ミステリークルーズ
'０２ 「夜会ゲーム」ミステリーナイト
'０２ 「そして誰が殺される？殺人オーディションの夜」ミステリークルーズ
'０４ 「歌劇 人情酸漿蛍」（シアターコクーン他）演出：久世光彦
'０４ 「名探偵結集！ヨーロッパホラーツアーの怪」ミステリーツアーspecial
'０４ 「ごんぎつね」（語り）日本音楽集団
'０５ 「音楽劇 センセイの鞄」（シアターコクーン他）演出：久世光彦

'０５ 「ボラボラ」パニックシアターフリンジ 5 回公演
'０６ 「天国を見た男」（東京芸術劇場他）演出：マキノノゾミ
'０６ 「ロビンソンズ・ハウス」パニックシアターフリンジ 6 回公演
'０６ 「すわ親治ひとりコメディ６」
'０７ 「すわ親治ひとりコメディ７」
'０７ 「ホット・フラッシュ・バック」パニックシアターフリンジ 7 回公演
'０７ 「憂いのコント～単眼 play～」
'０８ 「すわ親治ひとりコメディ８」
'０８ 「音楽劇 ぼんち」（紀伊国屋サザンシアター他）演出：マキノノゾミ
'０９ 「コウモリ村の掟～その村は地図から消された～」ミステリーナイト
'１０ 「ビンタン・ブサール」劇論◎三者会談
'１０ 「音楽劇 新・センセイの鞄」（紀伊国屋サザンシアター他）演出：マキノノゾミ
'１０ 「舞台版 世界のどこにでもある場所」
'１２ 「短編劇集 大味噌村の昔話－ばばへびかえる－」
'１３ 「短編劇集 有難うをありがとう」
'１３ 「短編劇集 宴～手を伸ばす～」劇団 HOTSKY
'１４ 「太田スセリ台本 コント劇場」
'１４ 「仮通夜の夜」劇団 HOTSKY
'１５ 「ときのものさし」劇団 HOTSKY
'１５ 「リーディングフェスタ、戯曲に乾杯！」
'１６ 「劇読み！Vol.６『夢幻団地』『相貌』」劇団劇作家
'１６ 「風が吹いた、帰ろう」ウィンドミルオフィス・劇団桃唄３０９
'１６ 「なにわ役者祭」演出：曾我廼家寛太郎
'１６ 「戯曲見本市」戯曲本舗プロデュース
'１６ 「ときのものさし」劇団 HOTSKY
'１６ 「裏の泪と表の雨」Buzz Fest Theater 作・演出：コウカズヤ
'１７ 「音楽劇 大悪名」作・演出：マキノノゾミ
'１７ 「泡沫の恋・お夏清十郎物語」（小諸市文化会館）
'１７～'１８「新・古事記ミュージカル 天の河伝説」作・演出：旺季志ずか
'１７ 「なにわ役者祭 VO.6 えくぼ」（主演）演出：曾我廼家寛太郎
'１８ 「昏闇（くらやみ）の色」Buzz Fest Theater 作・演出：コウカズヤ
'１８
内藤みちよ一座旗揚げ公演「海に浮かぶ満月」作・演出：内藤裕敬
'１８ 「裏の泪と表の雨」Buzz Fest Theater 作・演出：コウカズヤ
'１９ 「電話劇場」作：永六輔 オオタスセリ
'１９ 「世襲戦隊カゾクマンⅢ」作・演出：田村孝裕
'１９ 「秋の夕べ やまぐちちえ 三味線ライブ」
'１９ 「秋カフェ～願い いろいろ～」三味線ライブ、共演：西山水木
'２０ 「スセリ☆台本劇場 21」作・演出：オオタスセリ
'２１ 「やまぐちちえ たくませいこ ミニライブ in 阿佐ヶ谷」
'２１ NANCHEKKOI 旗揚げ公演「たかえ先生への手紙」共演：南野陽子
'２１ 「おとうふ」劇団道学先生 演出：青山勝
'２２ 「二番街の囚人」地人会新社 演出：シライケイタ
'２２ 「春よ来い」三味線ライブ 共演：小飯塚貴世江
'２２ 「ママはダンシング・クィーン」演出：松戸俊二
'２２
新作出演決定
【ＣⅯ】
「ナショナルもちもち」
「ナスステンレス流し台」
「セコム」
「カルビー 焼もろ
こし」
「エスエス製薬 アンスノール」
「味の素 ピラフホット１」
（ラジオＣⅯ）
'１９「サントリーBOSS」（オーストラリア、ニュージーランド版）

