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鳥越　まあや
 Torigoe　  Maaya

●12月21日 A型

● 岡山県

● T:156㎝ S:24.0㎝

● 趣味:  ゴスペル、ひよこグッズ集め

● 特技:  詩舞、読み聞かせ

● 資格:  日本漢字能力検定2級

              実用英語技能検定3級

              農業技術検定上級

              原動機付自転車免許

　　　　　

吹替え

【映画】 【ドラマ】

『ムーラン』(実写版) 『ブリジャートン家』

『殺人狂騒曲 第9の生贄』(オリヴィア役/デイジー・ヘッド) 　　　　　(ダフネ・ブリジャートン役／フィービー・ディネヴァー)

『ホリデーオンリー:とりあえずボッチ回避法？』(リズ役) 『宇宙戦争』(エイミー役/エレノア・トムリンソン)

『テッド・バンディ』(幼いモリー、モリー役) 『FBI:特別捜査班』(キャサリン、エリザベス役)

『ホテル・ムンバイ』(ディンプル役) 『ジェイラーズ』(店員女役)

『ファイティング・ファミリー』(キルステン役) 『何様なのよ？』(ターニャ役)

『ザ・バンカー』(スージー役/テイラー・ブラック) 『ミスターメルセデス シーズン3』

『ミーン・ガールズ2』(クィン役) 『ボーイフレンド』(スア役)

『わんわん物語』(実写版) 『メリーハッピーとんでもホリデー』(ジュリア役)

『スイートホーム・クリスマス』(ソーニャ役/ニコール・アリ・パーカー) 『ダイナスティ』(アシュリー役/テイラー・ブラック)

『マネー・ピット』(アンナ役) 『マザー・ファーザー・サン』(サラ役)

『劇場版スパイダーマン ファー・フロム・ホーム』 『アンリステッド』(組織の女役)

『ちいさな独裁者』(ゲルダ役) 『シドニーとがんばりマックス』(ヘイリー役)

『フューチャーワールド』(レイ役/マルガリータ・レヴィエヴァ) 『NCIS:ニューオリンズ S3、S4、S5』(キャリー役、他)

『バハールの涙』(ラミア役) 『ハンムラビ法廷』(ジヨン役)

『パーフェクション』(ジャン・リー役) 『アナザーライフ』(オーガスト役/ブルー・ハント)

『7月22日』(アンナ役) 『チェンバース:邪悪なハート』(マーニー役)

『コードネーム エンジェル』(ナタリー・ベン=アロヤ役) 『ルシファー シーズン4』(レオナ役)

『ジュラシック・ユニバース』 『七日の王妃』(ユンの王妃役)

『否定と肯定』(ローラ・タイラー役) 『グッド・プレイス』(シモーヌ役)

『セリーナ 炎の女』(レイチェル、アガサ役) 『iゾンビ シーズン4』(スキ役)

『ニューヨーク、愛を探して』(レイラ・チャップマン役) 『ブラインドスポット4 タトゥーの女』(ローリ役)

『悟空伝』(阿月/ジェン・シュアン役) 『ロマノフ家の末裔～それぞれの人生～』(ミア・ザン役)

『オペレーション・メコン』(ファンの恋人役) 『運命の7秒』(マリー・ヤブロンスキー役)

『スーパーガール シーズン3』

『FAMOUS IN LOVE』

『ジーニアス:ピカソ』(シャネル、アリス役)

『Unsolved:未解決事件を開いて』(テレサ、幼いトゥパック役)

『逆賊-民の英雄ホン・ギルドン-』(少女オリニ、サンファ役/イ・スミン)

『DEUCE/ポルノストリート in NY』(アンドレア役)

『THIS IS US 36歳、これから』(思春期のソフィー役)

『ドクターズ 恋する気持ち』(ユ・ユナ、ナム・ダル役)

『雲が描いた月明り』(淑儀、ヨンウン役)
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アニメ

『モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け』 『ブルーイ』(ビンゴ役)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ぜつぼうくん役) 『とある科学の超電磁砲』(研究者役)

『トッツ とべ！あかちゃんおとどけたい』(ギル、ポール役) 『スケートリーディング☆スターズ』(アナウンス役)

『カタツムリとくじら』(少年赤毛役) 『星合の空』(留守電メッセージ役)

『あひるの空』(少年役) 『バビロン』(キャスター役)

『ファンタシースターオンライン2』(オペレーター役) 『JTA 機内マナー道を極める』(ママ役)

『レゴフレンズ』(ロキシー、ケイシー役) 『レゴシティ』(女性探検家役)

『炎炎ノ消防隊』(アナウンス役) 『ヴォルトロン』(リザヴィ役)

『おしゃれにナンシー・クランシー』(ルシル先生役) 『ビクマっ娘！』(なーち、まくた役)

『モンスターストライク』(ぜつぼうくん役) 『メガロボクス』

『フルーツバスケット』(草摩の女性役) 『劇場版 Infini-T Force』

ナレーション

『静岡トヨペットpresents BOYS&GIRLSキラキラFootball 2020』『日立ハイテク クリーン化ソリューション』

『遠赤指圧半ソックス ラジオCM』 『FJネクスト VP』

『福島コンピューターシステムズ』 『オリエンタルバイオ インフォマーシャル』

『FOXセレクション ファンケルえんきん』 『中国電力 TVCM』

『川崎天然ガス発電 VP』 『まるごと コーナータイトル』

『シスコシステムズ PV』 『HONDA 刈払機シリーズ・ブロア商品PR動画』

『世界日本人養成所 TVCM』 『KUMONの幼児ムービー』

『HONDA PV』 『日鉄鉱業 VP』

『HONDA インバーター発電機シリーズ』 『SBI いきいき少額短期保険』

『三菱電機 ドライブナビ解説』 『福島コンピューターシステム』

『電力中央研究所』 『ミスミ in CARD』

『富士通フロンテック』 『FOXセレクション祭』

『東京エレクトロン PV』 『FOXセレクション テレビショッピング研究所』

『ウェルシア 10周年記念キャンペーン』 『3M トイレクリーナー 店頭VP』

『相模原市 クールチョイス TVCM』 『dカーシェア カシコイツカイカタ研究所』

『ELST PV』 『三菱重工 航空機事業部 VP』

『SUBWAY PV』 『三井ショッピングパークポイントカード』(館内放送)

『メルシーフラワー ラジオCM』(ありがとう編) 『イオン トップバリュ VP』

『三菱重工 拠点紹介 VP』 『ヒビノ ラジオCM』(横浜バー編、早押しクイズ編)

『資生堂unocupデニス植野のフットサルジェスチャー講座』 『建研W-PC工法』

『セブン銀行ATM VP』 『タマホーム』

『エネコホールディングス ショールーム』 『協和キリン』

ゲーム

『ASSASSINS CREED VALHALLA』(グドルン役) 『キューピット・パラサイト』(メラニー・タッチェル役)

『魔法使いと黒猫のウィズ』(ラプシヌプルクル役) 『Zold:Out~鍛冶屋の物語』(アーリヤ役)

『アラド戦記』(ヒリア役) 『とある魔術の禁書目録 幻想収束』

『エルン ジェネシス』(レダ役) 『帝国戦記』(ターニャ役)

『神装の戦乙女』(エリオドア役) 『ぷよぷよ!!クエスト』(ダビー、ソラ役)

『Call of Duty』 『ボーダーランズ』

『COLOR PIECEOUT』(エミリー・ローズ役) 『A3！』

『モンスターストライク』(ぜつぼうくん、竹中半兵衛役 他) 『イナズマイレブンAC』

『コード・オブ・ジョーカー ECHOS』(天上剣士イズナ役 他) 『グランブルーファンタジー』

『FIGHT REAGUE』(迷菓職人泡立ミキ役 他) 『エルダー・スクロールズ・オンライン』

『ソラとウミのアイダ』 『オルターレコードアジャストメント』(細川ガラシャ役)

『18～キミトツナガルパズル～』(セドナ、ラファエル役) 『レゴ インクレディブル・ファミリー』

『プリンセスコネクト！Re:Dive』 『ドラガリアロスト』

『エンドライド ―Ｘ fragments―』（ミヤマネ役） 『シャドウバース』
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ボイスオーバー

『世界！ニッポン人養成所』 『世界日本人養成所』

『NHK BS世界のドキュメンタリー おひとりさまの私』 『世界遺産』(マリー・アントワネット)

『THE ニッポン観光！』 『NEWS23 セカイは今』

『NEWS23』 『ディファイアント・ワンズ:ドレ―&ジミー』(ヴィッキー役)

『24時間テレビ』 『アメリカお宝鑑定団ポーンスターズ』(ローワン、ボビー役 他)

『古代の宇宙人』(キャロライン・コーリー役) 『BIKER BATTLE～最強バイクビルダー決定戦～』(スージー役)

『アメ車カスタム専門カウンティングカーズ』(ダレン、ジェニー役)

その他

【ボイスコミック】『春と恋と君のこと』(松山瑠々役) 【ボイスコミック】『ひなたのブルー』(春川未知役)

【ラジオショッピングキャスター】『ドクターベジフル青汁』 【ラジオショッピングキャスター】『ノンアルツBee』

【ラジオショッピングキャスター】『養蜂堂GABA』 【ラジオショッピングキャスター】『山田養蜂場』

【出演】『警視庁 外国人旅行客防犯DVD』 【ドラマCD】『プリンセスコネクト』

【出演】『KEIRINオーロラビジョンCM』 【ムービーコミック】『パーフェクトワールド』

【出演】『オペレッタ 振り付けビデオ』 【トレーラー】『オーバーウォッチ』

【舞台】『田中真弓還暦ショー「還暦も山のにぎわい」』 【アミューズメント】『CR ぱちんこウルトラセブン』

【web】グッドネーバーズ・ジャパン 【アミューズメント】『G1ドリーム』

　　　　　　　　　　ちびっこお絵描きコンテスト』(マークの母)

※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


