ERI OFFICE

せ が わ

瀬川

ももえ

＜出 身 地＞

北海道

＜生年月日＞

1986 年 1 月 16 日

＜ サイズ ＞

身長 162cm
体重 47kg
BWH 79/59/86
靴 24.0cm

＜特 技＞

バスケットボール・スケート・ヘアアレンジ

＜趣 味＞

旅・哲学・文通・料理

＜資 格＞

普通自動車免許(AT 限定)

最新出演情報
★舞台
～バッキャローシリーズ第 5 弾～＜世界遺産シリーズ＞
『山のバッキャロー！！』 ～富岡製糸場～ ＜前編＞
9/5(水)～10(月) ＠シアターグリーン BIG TREE THEATER
★舞台
mosaique season1 REAL‐LOVE
File2『RAIN』
9/27(木)～30(日) ＠渋谷シダックスホール

★ドラマ
フジテレビ 『コード・ブルー シーズン３』第１話 浴衣の負傷女性役

★C M
さとふる インフォマーシャル“夫婦篇” 妻役
サッポロ「麦とホップ The gold」(WEB) エミリ役
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瀬川ももえ

主な芸歴

＜舞 台＞
2018
・mosaique season1 REAL‐LOVE File1『PRISM』
(DDD AOYAMA CROSS THETER)
・『アンフェアな月』 花井有美子役 （天王洲 銀河劇場）
2017
・『人狼ザ・ライブプレイングシアター５周年企画 全国ツアー』
（中京テレビ プラザＣ/小劇場ＢＬＯＣＨ/ｎｉｃｏｆａｒｒｅ）
・『人狼 TLPT X 宇宙兄弟 Rebellion of the Fullmoon』
湖南結役 (シアターサンモール)
・『ドブ恋 8』 （千本桜ホール）
・『Ａサービス』 笹岡つぐみ役 (萬劇場)
・『人狼ザ・ライブプレイングシアター』 #26:FLAG
2016
・『ドブ恋 7』 （千本桜ホール）
・『人狼 ザ・ライブプレイングシアター』 #22,The Room01,24
・『オサエロ』 沢口夏子役 （両国・Air studio）
・『キャンプファイアー』 鳥居美奈役
（シアターグリーン BOX in BOX THEATER）
・『WORLD～beyond the destiny～』 楓役 （スペース・ゼロ）
2015
・『人狼 ザ・ライブプレイングシアター』 #17,18,19,20
サテライト#01
・『轟然 ～GO-ZEN～』 菊菜役 （シアターサンモール）
・『イツツメキセツ』 （TACCS 1179）
・『ＰＲＩＳＭ』 カグヤ役 （BIG TREE THEATER）
2014
・『人狼 ザ・ライブプレイングシアター』 #9,10,11,12,13
・『56W.X ぼくのサンタクロース』 鈴木樹里役 （俳協ホール）
・『小さな楽園』 主演：ひかる役 （遊空間がざびぃ）
・『WAIST SIZE STORY ～ウエストサイズストーリー～』
枝尼香羅妥役 （シアターサンモール）
・『旦那 er's High!!』 林田翠役 （シアターグリーン Box in Box）
2013
・『人狼 ザ・ライブプレイングシアター』 #3,4,6,7
2012
・『戦国降臨 GIRL』 汐崎弥生役 （シアターKASSAI）
・『ﾊｲｽｸｰﾙﾐﾚﾆｱﾑ』 君塚美喜子役 （上野ストアハウス）

＜映 画＞
・『抱きしめたい』 （塩田明彦監督） 妊婦役
・『高校デビュー』 （英勉監督） カップル役

＜ドラマ＞
・CX 『世にも奇妙な物語‘17 春の特別編』 宮女役
・EX 『就活家族 ～きっと、うまくいく～』
第 1 話 痴漢される女役
・YTV 『名探偵コナン 工藤新一への挑戦状』
第 1 話 ネイルサロン店員役
・EX 土曜ワイド劇場 『愛と死の境界線』 OL 役
・EX 『検事・鬼島平八郎』 OL 役
・EX 『ナサケの女』 国税局員役
・CX 金曜プレステージ 『マリッジ』 婚活パーティーの女性役
＜DVD ドラマ＞
・『修羅の伝承 荒ぶる凶犬』 (辻裕之監督)
主人公秋山の妻役

＜C M＞
・日清食品 「麺ニッポン 近江ちゃんぽん」（近江ちゃん篇）
近江ちゃん役
・森永乳業 「ラクトフェリンヨーグルト」 研究員役
・日本ｺｶ･ｺｰﾗ 「ジョージア この国を支える人々編」 OL 役

＜P V＞
・ゴスペラーズ 「冬響」

＜モデル＞
・「JOHNSON ＆ JOHNSON 1day ACUVUE」WEB モデル
・テニスブランド 「PRINCE」 カタログモデル

＜TV 再現＞
2017
・CX「フルタチさん」山口百恵引退編（再現）
・NHKBS「女神ビジュアル」
＜その他＞
2017～2018
・ニコ生 「大きなモモの木の下で」（レギュラー出演）
2017
・「富士通 銀行ソリューション」ＶＰ 母親役
・「クロノス株式会社」ＶＰ ＯＬ役
・フェスタリア イメージムービー
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