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大津  愛理
Ohtsu      Airi

● 3月15日 O型

● 東京都出身

● T:172㎝ S:25㎝

● 趣味: 読書、カフェ巡り

● 特技: 引率、お菓子作り

● 資格: 小・中・高等学校教員免許

　　　　正伝勤労者空手道ジュニア初段

吹替え

【ドラマ】

『NCIS-ネイビー犯罪捜査班-』シリーズ(ジヴァ・ダヴィード役) 『コバート・アフェア SEASON４』(バイオレット・ヒューズ役）

『ARROW』シリーズ (サラ・ランス役) 『アイドゥ・アイドゥ~素敵な靴は恋のはじまり』(ユ・ダイン役)

『レジェンド・オブ・トゥモロー』(ホワイトキャナリ―／サラ・ランス役) 『ロー&オーダーUK』(セレーナ役)

『殺人を無罪にする方法』(パークス検事役) 『リベンジ』シリーズ

『スリーピー・ホロウ』(グレース・ディクソン役) 『オリジナルズ』（フレイヤ・マイケルソン役）

『アウトランダー』(リアリー、ハミシュ、タマス役) 『ラスト・シップ』（カーラ・フォスター大尉役）

『ウェット・ホット・アメリカン・サマー』(リンジー役) 『ジェーン・ザ・バージン』（ナディーン役）

『ヘムロック・グローブ』(ジェニー役) 『ゲーム・オブ・スローンズ』（浮浪児役）

『プリティー・リトル・ライヤーズ』(べサニー/サラ・ハーヴィー役) 『エクスパンス－巨獣めざめる－』(ナガタ・ナオミ機関長役)

『ナイトメア～血塗られた秘密～』(キャロライン役) 『ラスト・タイクーン』(キャサリン役)

『アンダーカバーボス5 社長潜入捜査』(クロエ役) 『グレイス＆フランキー』（アリソン、セシリア役）

『ママ～最後の贈りもの～』(ハン・グル、カン・レヨン役) 『麗～花萌ゆる８人の皇子たち～』（ヨナ役）

『項羽と劉邦King＇sWar』(燭花・劉盈役) 『スタートレック:ディスカバリー』(エアリアム/ポラード/ニルソン役)

『ストライクバック２：極秘ミッション』(ルーカスの妻役) 『大草原の小さな家』(ローズマリー役)

『CSI：科学捜査班』(タラ・ジャンセン役) 『S.W.A.T.』(アニー役)

『ねじれた疑惑 SEASON２』(アンディ・ラウ役) 『THE PATH/ザ・パス』(テッサ役)

『後宮の涙』(沈嘉敏役) 『HERE AND NOW～家族のカタチ～』(カーメン役)

『オーファン・ブラック~暴走遺伝子』(エインズリー、デルフィーヌ役) 『サルベーション―地球の終焉―』(テス/テレサ役)

『アンフォゲッタブル２ 完全記憶捜査』(ペトラ・ケキーリ役) 『ロック・アップ/スペイン女子刑務所』(サライ役)

【映画】

『劇場版 マッドマックス　怒りのデス・ロード』(ザ・ダグ役) 『劇場版 ミュータント・ニンジャ・タートルズ：影＜シャドウズ＞』

『劇場版 ベイマックス』(女性救急隊員役) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ジル役）

『劇場版 ANNIE』(魚の女神サカナ役) 『劇場版 スモールフット』(コルカ役)

『劇場版 モンスターズ・ユニバーシティ』 『劇場版 移動都市/モータル・エンジン』(ヤスミナ)

　(キャリー・ウィリアムス役) 『劇場版 オーシャンズ8』

『劇場版 パーシージャクソンとオリンポスの神々 魔の海』 『劇場版 グリンチ』

　(タレイア・グレース役) 『劇場版 アクアマン』

『劇場版 ズートピア』 『劇場版 キャプテン・マーベル』

『劇場版 モンスターホテルⅡ』 『劇場版 バンブルビー』

『劇場版 ファインディング・ドリー』 『劇場版 モンスターホテルⅢ』(ルーシー役)
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吹替え

【映画】

『ザ・マシーン』(エヴァ、マシーン役) 『大人の女子会ナイトアウト』(イジー役)

『アメリカンスナイパー』(少年クリス役) 『恋愛だけじゃダメかしら?』(モリ―役)

『96時間 レクイエム』(クレア役) 『ゴール・オブ・ザ・デッド』(ソレーヌ役)

『31年目の夫婦げんか』(モリー役) 『ベイビー・メイク~私たちのしあわせ計画~』(グレタ役)

『ザ・ベイ』(ステファニー役) 『スペースガーディアン』(キラ役)

『ナタリー』(秘書役) 『チャッピー』(BMWの女役)

『ゴーンガール』 『エクストラクション』（マンディ役）

『ファーナス 訣別の朝』(リナ役) 『ダークレイン』(イレーヌ役)

『ドラゴンコップス』(マー警視役) 『パーフェクト・ルーム』（アン・モリス役）

『カンペキ・ボーイ』(エラ役) 『サバイバー』（ジョイス・スー役）

『殺人の啓示～死を誘う男』(メラニー役) 『サラリーマン・バトル・ロワイアル』（リアンドラ役）

『サスペクト～哀しき容疑者～』(ドンチョルの妻役) 『ダークタワー』(アラ役)

『記憶探偵と鍵のかかった少女』(スーザン役) 『グリム・アベンジャーズ タイム・ウォーズ』(マグダ役)

『スマイル・アゲイン』(バーブ役) 『蜘蛛の巣を払う女』(エリカ役)

『ラヴレース』(記者レベッカ役) 『パッドマン 5億人の女性を救った男』

『恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム』(ドリー役) 『ドクタースリープ』(ウェンディ―・トランス役)

『シークレットソサエティ 王家第二子 秘密結社』(ジャニアリー役) 『デスマッチ 檻の中の拳闘』(デリア役)

アニメ

『ハイスクール・フリート』（等松美海役） 『メルヘン・メドヘン』(マリヤ・ラスプーチン役)

『ちびまる子ちゃん』(きょう子役) 『最響カミズモード！』(岸海征役)

『ブブキ・ブランキ』（アナウンス役） 『四月は君の嘘』(梨田の先生役)

『マギ～シンドバッドの冒険～』（客の女役） 『selector spread WIXOSS』(文緒の母役)

『亜人ちゃんは語りたい』（教師役） 『金田一少年の事件簿R』

『Go！プリンセスプリキュア』（ミケネコ役） 『大図書館の羊飼い』

『モンスター娘のいる日常』(ドラコ役) 『進め!?魔法のクリスタル探し隊』(デンジャラスデビルズ・ケララ役)

『銀魂゜』(コンビニ店員、黒の教師役) 『純潔のマリア』(住民女役)

『ジョニー・テスト』(スーザン役) 『ハロー!!きんいろモザイク』(飼い主役)

『チャギントン』(タイン役) 『劇場版 selector destructed WIXOSS』（幸の母役）

『残響のテロル』(和田役) 『ピンポン』(ピー子役)

『劇場版 青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢をみない』(麻衣の母役) 『チア男子』

『劇場版 機動戦士ガンダムNT』 『フィニアスとファーブ』(ヘザー役)

『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢をみない』(麻衣の母役) 『マイロ・マーフィーの法則』

『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』(監察医モニカ・ユルテッロ役) 　　　　(リディア/ヴェロニカ/小さい頃のマイロ/エイリアン艦長役)

『盾の勇者の成り上がり』(影役) 『ロボヅナ』(フェロニア/ギジ役)

『フルーツバスケット』(掃除のおばちゃん) 『抱かれたい男１位に脅されています。』(夏目繭役)

『アイドルマスターsideM』(ボイストレーナー) 『デート・ア・ライブⅢ』(折紙の母)

『ハイスクールD×D』(レオナルド/ミスラ役) 『レゴフレンズ』(ミア役)

『ミラキュラス レディバグ&シャノワール』(ナイチンゲール役)
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ゲーム・アプリ

『ライフ イズ ストレンジ ビフォ ザ ストーム』(レイチェル・アンバー役) 『18～キミトツナガルパズル～』

『花朧～戦国伝乱奇～』（上杉謙信役） (殲滅の魔女：アビー・ベネット、ネガティブくノ一：スズネ役)

『ヒーローズ プレイスメント』 『かんぱに☆ガールズ』(シルヴィナ/コハル・サクヤ役)

　(雪月華空、シェラハ、大道すすきの、帆立シモーネ役) 『限界凸起 モエロクリスタル』(オートマタ役)

『ウチの姫様がいちばんカワイイ』(副会長姫 シーナ・ネイルズ役) 『なないろランガールズ』(速水和紗役)

『まほう学院～ルシードの召喚師』(モリアーティ役) 『幻獣姫』(バイコーン役)

『７７７ファイター』(高瀬綾役) 『天空のクラフトフリート』（上杉謙信・前田慶次役）

『CRG1DREAM~最強馬決定戦』(売店の店員、沙耶香役) 『武装少女』（リーゼロッテ・ハーネ役）

『エンドライド―Ｘ　fragments―』 『クラッシュ・オブ・パンツァー』（山本五十鈴役）

『刻のイシュタリア』 『魔法使いと黒猫のウィズ』(エニグマモーニンググローリー役)

　　(ウアジェト/エロース/ソウジョウボウ/アラクネ/グラウコス役) 『モンスターストライク』

『アサシン クリード オデッセイ』(アスパシア役) 　　　　　　(ピタゴラス/シュリンガーラ/太公望/ヴェルダンディ役)

『メイプルストーリー2』(女ナイト役) 『ファイトリーグ』(服飾のフィクサー ウィッチ役)

『JUDGE EYES:死神の遺言』(ミカ役) 『本格幻想RPG 陰陽師』(月の羽姫)

『ブルーストーン2』(クルヴェイグ役) 『COLOR PIECEOUT』(ワトソン役)

『ハイスクール・フリート 艦隊バトルでピンチ！』(等松美海役) 『D×2 真・女神転生 リベレーション』(アメP役)

『アークナイツ』(オーキッド/マトイマル役) 『エピックセブン』(ワンダ役)

『Zold:Out~鍛冶屋の物語』(サラ役) 『デスティニーチャイルド』(ヘパイストス役)

ナレーション

『赤ちゃんけろっとスイッチカラー』 『KUMON』

『おやすみグーグーフレンズくまのプーさん』 『靴流通センター&シュープラザ』(店内VP)

『いっしょにねんねすやすやメロディ』 『LaLa TV ふわり旅～横浜・美酒・美食～』

『くまのプーさん ６WAYジムにへんしんメリー』 『未来屋書店 mibon』(店頭VP)

『くまのプーさん おしゃべりウォーカーライダー』 『リアルスリーパー店頭VPボイスオーバー』(キャサリン役)

『へんしんドライブ！知育ボックス』 『へんしんおすわりデスクジム』

『TOMIX プログレッシブグレードPV』 『ドクターショールベルベットスムーズネイルケアキットTVCM』

『TOMIX プログレッシブグレード TRAIN SUITE 四季島』 『タカラトミー スピカノート』(PV)

『日立製作所』(VP) 『ロシュダイアグノスティクス』

『FJネクスト』(PV) 『ホリ・コーポレーション』(TVCM)

その他

【出演】『CHRONO』(ユナ役) 【ボイスオーバー】『シェフのテーブル』(マリア役)

【出演】『GET REVENGE』(ジュリ役) 【舞台】『密室のゲーム確率捜査官御子柴岳人』(矢口真理恵役)

【出演】『Writer＇sBlock』(玉川リサ役) 【舞台】『心霊探偵八雲魂をつなぐもの』

【出演】『Heading North』(君塚叶絵役) 【舞台】『YANAGAWA~episode0~』

【ドラマCD】『いつも王子様が❤』(友梨亜役)

※太字はメイン役です

株式会社リマックス

〒107-0052  東京都港区赤坂8-11-19  エクレール乃木坂305    TEL：03-3478-6006  FAX：03-3478-6011

ウェブサイト：http://www.remax-web.jp


