Tanpopo

階戸瑠李

RURI SHINATO

1988 年 10 月 30 日生まれ
石川県出身

T162 B84 W59 H85 S23.5
特技；ドラム（3 年）、剣道（初段）、ドイツ語（挨拶程度）
上智大学 ドイツ文学科 卒業
普通自動車免許

光文社「ミス FLASH 2013」グランプリ受賞
上智大学卒業後、OL をしていたがグラビアアイドルに憧れ芸能界入
り。2013 年ミス FLASH でグランプリ受賞。その後、本格的に「女優」とし
て活動を始め、2017 年 8 月には初主演作となる日韓合作映画「君にあ
えたら」を公開。また、2018 年 4 月 6 日から公開中の映画「娼年」（三浦
大輔）はロングラン大ヒット公開中！

Twitter：@ruriponta1030

【TV・ドラマ】
◆TX ドラマ 24「GIVER 復讐の贈与者」第 6 話ゲスト／監督：小林勇貴（2018.7/13～）
◆NHK BS プレミアムドラマ「アイアングランマ２」
（2018.6.3 スタート）
◆EX 木曜ミステリー「警視庁・捜査一課長 S3」7 話／各務百合子役/演出：池澤辰也（2018.5.24 O.A）
◆TBS ドラマ特別企画 西村京太郎サスペンス「十津川警部シリーズ 5/京都・嵯峨野殺人迷路」 渡辺弥生役/演出：池澤辰也（2018.4）
◆EX 日曜ワイド「しんがん～警視庁お宝捜査～」笹山静香役/演出：池澤辰也（2018.2）
◆Amazon オリジナルドラマ「東京アリス」レギュラー／監督：瀬田なつき、菊池健雄（2017.8 配信）
◆Amazon オリジナルドラマ「東京ヴァンパイアホテル」（全 9 話）サランド役／監督：園子温（2017.6 配信）
◆CX「痛快 TV スカッとジャパン」(2015.1)

◆EX「もしもアワード」(2014.10)

◆テレビ西日本 ドラマ「博多ステイハングリー２」(2014.7～)

◆NTV「芸人報道」OA(2014.3.24)

◆TBS「ランク王国」OA(2014.2.8)

◆埼玉テレビ「ウタ娘」OA(2014.1.31)

◆TOKYOMX・サンテレビ ドラマ「ファイヤーレオン」彩香役(2013.5～)
◆TX「ブラックミリオン」ゲスト出演(2013.5)

◆NTV「ミュージックドラゴン」朗読少女(2013.5)

◆TBS「ツボ娘。」(2013.4)

◆フジテレビ ONE「グラ撮る！」

◆MX「Girls TV！」ブランディアコーナー(2012)

◆MX「おしゃコレ！サンデーブレイク」(レギュラー/2011.9-2012.2）

◆NTV「夜遊び 3 姉妹」ふるぼっこ堂出演(2011.9)

◆MX「サンデーブレイク」(2011.9-2011.12)

◆NTV「芸人報道」
（トラップガールで出演/2011.1)

◆EX「シルシルミシル」VTR 出演(2011.3)

◆EX「原宿発！お願い！ランキング ちょいにち」(2010.7)

◆TX「女子☆ブロ」(2010.7)

◆EX「ぷりてぃうーまん」(2010)

◆TBS「アナ CAN」(2010)

◆TBS「ドアーズ」ドアーズガール(2010)
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【映画】
◆「娼年」監督：三浦大輔、原作：石田衣良（2018.4.6～＠TOHO シネマズ新宿ほか全国ロードショー）
◆「クソ野郎と美しき世界～ピアニストを撃つな！」監督：園子温（2018 年 4/6～2 週間限定公開）
◆「メイクルーム３」愛山美咲役／監督：森川圭（2018 年公開予定）
◆「ヒーローズユナイト/結束！ヤツルギ×トライオー×忍者烈風」桜春子役／監督：上倉英治（2018.２.２０公開）
◆「東京ヴァンパイアホテル」サランド役／監督：園子温（2017.11.23＠東京フィルメックス）
◆「君にあえたら 妻の恋人」主演：杉本美咲役／監督：森川圭（2017.8.27 公開）
◆「新宿スワンⅡ」監督：園子温（2017.1.21 公開）
◆「十字架」 監督：五十嵐匠 （2016.2.6 公開）
◆「マンゴーと赤い車椅子」安西歩美役／監督：仲倉重郎

（2015.2.7 全国ロードショー）

◆「ハニー・フラッパーズ」エリカ役／監督：笹木恵水 （2014.9.13 全国ロードショー）
◆「ハダカの美奈子」若き日の美奈子役／監督：森岡利行

（2013.11.9 全国ロードショ）

◆「うそつきパラドクス」大和田若芽役／監督：吉田浩太

（2013.9 公開）

【舞台】
◆サステナクリエーションファミリー「サマエル」作・演出・振付：川口京祐 2018 年 6 月 9～17 日 ＠中目黒キンケロシアター
◆女々「ドブ恋９」演出：金沢知樹

2018 年５月 14～20 日 ＠下北沢 小劇場 B1

◆ストレイドッグ「母の桜が散った夜」
「閨房のアライグマ」同時公演／桜子役（主演） 2018 年 4 月 2～8 日 ＠シアターグリーン
◆ストレイドッグ「蒲田行進曲」小夏役（主演） 2017 年 11 月 22～26 日

＠明石スタジオ

◆BME「りさ子のガチ恋♡俳優沼」篠戸るる役 2017 年 8 月 5 日～13 日 ＠新宿シアターモリエール
◆ストレイドッグ「あなたには帰る家がある」佐藤真弓役（主演） 2017 年 6 月 23 日～7 月 2 日公演

＠八幡山ワーサルシアター

◆ストレイドッグ「悲しき天使」友美役 2016 年 11 月公演 ＠吉祥寺シアター＆大阪 HEP HALL
◆ソラリネ、#15「ニンギョヒメ」人魚姫役 2014 年 11 月公演@横浜相鉄本多劇場
◆UMAN プロデュース「リボンの騎士ー鷲尾高校演劇部奮闘記ー」飯室菜央役 2014 年 9 月公演@六行会ホール
◆ストレイドッグ「悲しき天使」主演
◆Ann & Mary「PIRATES

一美役 2013 年 11 月公演@space107

OF THE DESERT」ビルイム役 2013 年 7 月公演@THEATER GREEN

◆アリスインプロジェクト「戦国降臨 GIRL」織田信長役 2012 年 12 月公演@池袋・シアターKASSAI

【WEB】
◆cosplay department

モデル(2011.11～)

◆「エイブルチャンネル」ナビゲーター(2012.4～2012.6) 六本木交差点 エイブルビジョンで配信
◆TBC「エピレ」ナビゲートモデル(2012.1-2013.1)
◆TC エンタチャンネル ゲスト出演(2011.12/2012.2)
◆集英社「ヤングジャンプ×週刊プレイボーイ」グラビア JAPAN2011(2011.11)
◆SAC モデル
◆Luceo モデル
◆ガズー.com（トヨタの WEB 動画）
◆「平成のぶしこぶしの破天荒ダメ出し！」破天荒ガール

【DVD/CD】
12th「瑠李色」エアーコントロール（2018.5.25 ）
11th「僕の彼女は階戸瑠李」ギルド（2017.12.21）
10.5th「集団社員研修」ギルド／階戸瑠李、星乃まおり、橋本優奈、千葉えりか、須賀葵（2017.6）
10th：「おかえりシナモン」ギルド （2016.12.22）
9th：
「なんでだろう…考えるだけで、胸がぎゅうって熱くなって。今何してるのかなとか、
誰といるのかなとか、考えちゃう。好きで、苦しくて、でも愛しくて、だからずっと
私を見つめて欲しい。いつまでもいつまでも。
。」イーネットフロンティア（2015.11.20）
8th：
「しなとと。」エアーコントロール（2015.1.25）
7th：「mis*dol シナシナフェロモン」M.B.D メディアブランド 発売中
6th：
「湯けむりシナモン」イーネット・フロンティア
5th：
「しなやかに…」晋遊舎

（2014.4.24）

(2013.12)

4th：「OVER 彼女の秘密」アクアハウス (2013.9)
3rd：
「ミス FLASH2013」イーネット・フロンティア(2013.4)
2nd：
「恋はるりいろ」ラインコミュニケーションズ(2013.1)
1st：「シナモン」竹書房(2012.7)

Tanpopo,LLC.

〒251-0046 辻堂西海岸 1-1-13-505 担当：利倉（080-4368-5758） Mail：toshikura@tanpopo-llc.com

