美波（みなみ）
http://minamibages.com

１９８６年：東京にてフランス人の父、日本人の母に生まれる。１０歳のとき、芝居に憧れ、女優になることを目指
す。
１９９７年：東京リセ・フランコジャポネ在学中、劇団東俳に所属。
２０００年：ホリプロ所属。同年、深作欣二監督作品『映画バトル・ロワイアル』の慶子役でスクリーンデビュー。
資生堂『マジョリカ・マジョルカ』のイメージモデルにも抜擢され、以降８年間ミューズを務める。２００５年：野
田秀樹演出『贋作罪と罰』のオーディションを勝ち取り、トモ役で舞台デビュー。蜷川幸雄演出『エレンディラ』で
はヒロイン、エレンディラ役に抜擢される。
その他、数々の映画、舞台、ドラマに出演。と同時に、国内外の演劇に関するワークショップにも積極的に参加。ク
ラシックバレエ、コンテンポラリーダンス、日舞、クラヴマガ、唄などを学ぶ。
２０１４年：文化庁新進芸術家の海外研修のメンバーに選出され、フランス・パリのジャック・ルコック国際演劇学
校に１年間在籍。
現在はパリと日本を行き来しながら、役者・画家として活動中。

代表作
映画
2015 : ホコリと幻想」2015年鈴木聖史/美樹役
2015 : 娚の一生 廣木隆一監督/西園寺 真保役
2014 : 大人ドロップ 飯塚健監督 2013:謝罪の王様 水田伸生監督/南ナミ役
2012:ミロクローゼ 石橋義正監督/ナレーション
2012 : アフロ田中 松居大悟監督/吉岡幸子役
2012 :バルーンリレー 藤村亨平監督
2010 : 乱暴と待機 冨永昌敬監督/奈々瀬役
2008 : デトロイト・メタル・シティ」 李闘士男監督/ニナ役
2007 : ROBO☆ROCK 須賀大観監督/キリコ役
2007 : 逃亡くそたわけ-21才の夏 本橋圭太監督/主演花ちゃん役
2007 : さくらん 蜷川実花監督/若菊役
2006 :ユモレスク~逆さまの蝶~ 猪俣ユキ監督/主演・ソニー役
2005 : 富江 REVENGE 及川 中監督/冬木雪子役
2004 : 問題のない私たち 森岡利行監督/潮崎マリア役
2003 : マナに抱かれて 井坂聡監督/エミー役
2002 : 羊のうた :花堂純次監督/八重樫葉役
2002 : 惨劇館 夢子 久保山 努監督/主演・夢子役
2000 :バトル・ロワイアル 深作欣二監督/慶子役
テレビ
2016 : インディゴの恋人 NHK BS/野中みゆき役
2014 : 金田一少年の事件簿N(neo) 日テレ/第5話 南麗子役
2014 : おばさん弁護士町田珠子 フジテレビ/田春香役
2014 : リーガルハイ 第3話ゲスト フジテレビ/熊井ほのか役
2013 : いねむり先生 テレビ朝日/フミコ役
2013 :アシタスイッチ~MY TIME TO SHINE~ TBS/MC
2013 : パンとスープとネコ日和 WOWOWドラマW/ユキ役
2012 : 最上のプロポーズ BeeTV/大場真白
2012 : トッカン 特別国税徴収官 日テレ/相沢芽夢役
2012 : 運命の人 最終回2時間スペシャル TBS/謝花ミチ役
2011 : マメシバ一郎 TBS/北条由紀役
2011 : 人間昆虫記 WOWOW/主演・十村十枝子役
2011 :下流の宴 NHK/宮城珠緒役
2010 : TRICK テレビ朝日/佐々木菊枝役
2009 : ザ・クイズショウ 日テレ/ミカ役
2009 : OLにっぽん 日テレ/矢部桜役
2008 : 花ざかりの君たちへ 日本テレビ/ジュリア・マックスウェル役
2008 : 彼の島/彼女のサンゴ フジテレビ/主演・井上詩織役
2008 : ロス:タイム:ライフ BSフジ/吉田由香里役
2008 : 美波21歳、神戸着 TBS/フェイクドキュメンタリー主演
2007 : 有閑倶楽部 フジテレビ系/剣菱悠理役
2007 : 世界ウルルン滞在記~ルネサンス~ 日本テレビ
2007 : 怪奇大作戦~セカンドファイル~ NHK/小川さおり役

2004 : チアーズ 天国からの応援歌 日テレ/田村美穂役
2002 : 楽しい家族旅行 日本テレビ
2002 : Pな彼女-はたらきもん!- フジテレビ系
2001 : ジャングルブック テレビ朝日
舞台
2015 : ZERO ZONE 石橋義正 作・演出/女役 京都芸術センター
2014 : lost memory theater 白井晃 作・演出/女役 KAA T神奈川芸術劇場
2014 :アルトナの幽閉者作 上村聡史 演出/ヨハンナ役 新国立劇場小劇場
2013 : Constellation Projection Mapping+ Performance V ol.3 奥秀太郎 作・演出 原美 術館
2013 : iSAMU 宮本 亜門 作・ 演出/山口淑子役 神奈川芸術劇場/パルコ劇場 /サンポートホール高松
2013 : Super Sound Theater Mars Red 藤沢扇雀 作・演出/白澤あかね役
2013 : 遠い夏のゴッホ 西田シャトナー 作・演出/ベアトリーチェ役 赤坂ACTシアター/ 大阪・新歌舞伎座
2012 : 遭難 本谷有希子 作・演出/江國役 東京芸術劇 場シアターイースト/長野 大阪 北 九州 地方公演
2012 : リリオム 松居大悟 演出/ユリ役 青山円形劇場
2012 : サド侯爵夫人 野村萬斎 演出/アンヌ役 世田谷パブリッ クシアター/梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ
2011 : ザ・シェイプ・オブ・シングス 三浦大輔 演出/イブリン役 青山円形劇場/水戸 新 潟大阪広島大分福岡地方公演
2010 : ハーパーリーガン 長塚圭史 演出/サラ・リーガン役 P ARCO 劇場
2010 :ザ・キャラクター野田秀樹 作・演出/ダプネー役 東京芸 術劇場
2009 :ラヴ・レターズ青山陽治 演出/メリッサ役 PARCO劇場
2009 :コースト・オブ・ユートピア 蜷川幸雄 演出/タチアーナ・バクー ニン、タータ・アレクサンダー役
2009 : 帰ってきた浅草パラダイス-久世光彦四回忌追悼- ラサール石井 演出/八重役 新橋 演舞場
2008 : かもめ 栗山民也 演出/ニーナ役 赤坂ACTシアター
2007 : エレンディラ 蜷川幸雄 演出/エレンディラ役 彩の国さいた ま芸術劇場
2006 : 転世薫風 きだつよし 演出/おとき役 青山劇場/大阪厚生年金会館芸術ホール
2005-2006 : 贋作・罪と罰 野田秀樹 作・演出/とも役 シアターコクーン/シアター BRAVA!
2005 : ネバーランドA GO! GO! 2 浅沼晋太朗 作・演出/ミニー役 シアターV赤坂
CM
2012 : PARCO「PARCOカード」
2009 : Panasonic 「docomo STYLE series P-08A / P-10A」
2005 : PANASONIC / Viera
2005 : 永谷園「梅ぼし飲みたい」「食べたい!スープ」「Deli Vege」
2004~2005 : ロッテ ガム 「ピオーネ」「カスタードケーキ」
2005 :京都むらさきの イメージキャラクター
2003~2010 :資生堂 「マジョリカ マジョルカ」
2003: モスバーガー 「バーベキューフォカッチャ」 2003 : J-PHONE / (SOFTBANK) J-SH53
ラジオ
2013 ~ 2014: スカパー!日曜シネマテーク TOKY O FM/パーソナリティ
演出
2005 : eN 監督/主演
2015 : RHINOCEROS 監督/主演
個展・展示
2011 : ギャラリーサンデー 東京三宿
2011 : シブカル祭 渋谷パルコ
2016 : インディゴの恋人ドラマ展 岡山県倉敷アイビースクエアー

