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幸田　直子
Kouda   Naoko

● 3月22日O型

● 北海道出身

● T:158cm S:23cm

● 趣味 テニス、乗馬、スキー

● 特技 北海道弁、小唄、三味線

● 資格 普通自動車免許

吹替え　(主役・ヒロイン・メイン役)他多数

●シガニー・ウィーバー ●エマ・トンプソン

　『エイリアンシリーズ』(リプリー役)主役 　『ハリー・ポッターシリーズ』(シビル・トレローニー役)

　『スノーホワイト』(女王役)主役 　『エンジェルス・イン・アメリカ』(天使、ホームレス役)

　『マイヤーウィッツ家の人々』(本人役) 　『ナニー・マクフィーの魔法のステッキ』(ナニー・マクフィー役)主役

　『チャッピー』(ミシェル・ブラッドリー役)ヒロイン 　『17歳の肖像』(ウォルターズ校長役)

　『クジラと海洋生物たちの社会』(NA) 　『マイヤーウィッツ家の人々』(モーリン役)

●キム・ベイシンガー ●メラニー・グリフィス

　『ブロンディー ⼥銀⾏強盗』 (カレン・マッコイ役)主役 　『嵐の中で輝いて』(リンダ・ヴォス役)主役

　『プレタポルテ』 (キティ・ポッター役)主役 　『ナイトムーブス』(デリー役)ヒロイン

　　『フィフティ・シェイズ・ダーカー』 (エレナ・リンカーン役) 　『愛に翼を』(リリー・リード役)主役

●ミシェル・ファイファー ●オリヴィア・ウィリアムズ

　『ロシア・ハウス』(カーチャ・オルロワ役)ヒロイン 　『ゴーストライター』(ルース・ラング役)ヒロイン

　『愛されちゃってマフィア』(アンジェラ・デ・マルコ役)ヒロイン 　『17歳のエンディングノート』(ママ役)

●ブリジット・リン ●アンジェラ・バセット

　『スウォーズマンシリーズ』 (東⽅不敗役)主役 　『9-1-1:LA救命最前線』 (アシーナ役)主役

　『楽園の瑕』 (慕容燕役、慕容嫣役)主役 　『9-1-1:LONE STAR』(アシーナ役)主役

　『ブラックパンサー』 (ラモンダ役)

●ジェイミー・リー・カーティス 　『アメリカン・ホラーストーリー』 

　『ハロウィン』(ローリー・ストロード役)主役 　『ホワット・イフ…？』（ラモンダ王妃）

　『ハロウィン18』(ローリー・ストロード役)主役

　『ハロウィンキルズ』(ローリー・ストロード役)主役

【映画】

『Ｄｅａｒダニー 君へのうた』 (メアリー役/アネット・ベニング)ヒロイン 『テイキング・オブ・デボラ・ローガン』

『マイ・インターン』 (フィオナ役/レネ・ルッソ) 　　 (デボラ・ローガン役/ジル・ラーソン)主役

『最⾼の人生のつくり⽅』 (リア役/ダイアン・キートン)主役 『ゆりかごを揺らす手』

『プラクティカル・マジック』 　　(ミセス・モット役/レベッカ・デモーネイ)主役

 　　(サリー・オーウェンズ役/サンドラ・ブロック)主役 『時間の砂』(メーガン役/デボラ・ラフィン)ヒロイン

『X-MENシリーズ』 (レイヴン・ダークホルム役/レベッカ・ローミン) 『ヒッチハイク』(コリンヌ・クレリー)ヒロイン

『ディック・トレイシー』 (レスレス・マホニー役/マドンナ)ヒロイン 『続・個人教授』(フランソワ・ドーニャック)主役

『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』 『チリ33人希望の軌跡』

　　 (エルザ・シュナイダー役/アリソン・ドゥーディ)ヒロイン 　　 (マリア・セゴヴィア役/ジュリエット・ビノシュ)ヒロイン

『ビッグ』 (スーザン役/エリザベス・パーキンス)ヒロイン 『バード・オン・ワイヤー』

『プリティ・ウーマン』 (ビビアン・ワード役/ジュリア・ロバーツ)主役 　　 (マリアン・グレイブス役/ゴールディ・ホーン)主役

『巴里祭』（アンナ役/アナベラ）主役 『奇跡を呼ぶ男』（ジェーン・ラーソン役/デボラ・ウィンガー）主役

『デイクスロージャー』(メレディス・ジョンソン役/デミ・ムーア)主役 『ブラック・ウィドー』

『ザ・ドライバー』 　　（キャサリン・ピーターセン役/テレサ・ラッセル)主役

　　（ザ・プレイヤー役/イザベル・アジャーニ）ヒロイン 『スクワーム』(ジェリー・サンダース役/パトリシア・ピアシー)主役

『ハンター』(ドティ役/キャスリン・ハロリド)ヒロイン 『13日の金曜日part3』(クリス役/ダナ・キンメル)主役

『ウォール街』(デリエン・テイラー役/ダリル・ハンナ)ヒロイン 『ラングーンを越えて』
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【映画】

『明日があるなら』(トレーシー役/マドリン・スミス)主役 　　　　　　(ローラ・ボーマン役/パトシリア・アークエット)主役

『不法侵入』(カレン・カー役/マデリーン・ストウ)ヒロイン 『お気に召すまま』(ジョーン役/エレン・バーキン)主役

『メランコリア』 (サリー・オーウェンズ役/シャーロット・ランプリング) 『ゴッホ～最後の手紙』

『SF／ボディ・スナッチャー』 　　　　　　 (ルイーズ・シュヴァリエ役/ヘレン・マックロリー)

　　　　　　　　(エリザベス・ドリスコル役/ブルック・アダムス)　　 『息子の部屋』 (パオラ役/ラウラ・モランテ)

『エド・ウッド』 (ヴァンパイラ役/リサ・マリー) 『サムサッカー』 (オードリー・コッブ役/ティルダ・スウィントン)

『デッド・ウィッシュ』(ケイト・ハモンド役/リン・シェイ) 『リズム・セクション』(アリア役)

『ホール・イン・ザ・グラウンド』(ルイーズ役/シモーヌ・カービー) 『レディ・オア・ノット』(ベッキー役/アンディ･マクダウェル)

『ザ・ランドロマット -パナマ文書流出-』 『ハピエスト・ホリデー　私たちのカミングアウト』

　　　　　　　(ティパー役/メアリー・スティーンバージェン)

【ドラマ】

『ダイナスティ』 (アレクシス役/ニコレット・シュリダン)ヒロイン 『CSI:マイアミ』(ジュリア・ウィンストン役/エリザベス・バークレー)

『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』 『メルローズ・プレイス』

　　 (サマンサ・ウィンスロウ役/スーザン・サランドン) 　　(アマンダ・ウッドワード役/ヘザー・ロックリア)主役

『ブラックリスト３』(ヒッチン役/クリスティーン・ラーティ) 『トゥルーブラッド４』

『ダラス／スキャンダラス・シティ』 　　(マーニー・ストーンブルック役/フィオナ・ショウ)　　

　　　　　　　　　(スー・エレン役/リンダ・グレイ)ヒロイン 『ＥＲ緊急救命室３』(アビー・キートン役/グレン・ヘドリー)

『シェイムレス俺たちに恥はない』 『エメラルド・シティ』(北の魔⼥グリンダ役/ジュリー・リチャードソン)

　　(シーラ・ジャクソン役/ジョーン・キューザック) 『ザ・ミッシング』(ジェマ・ウェブスター役/キリーホーズ)ヒロイン

『ワンス・アポン・ア・タイム』(コーラ役/バーバラ・ハーシー) 『ザ・ホワイトプリンセス』

『ナース・ジャッキー６』(アントワネット役/ジュリー・ホワイト) 　　(エリザベス・ウッドヴィル役/エシー・デイビス)　　

『ザ・ポリティシャン』(ダスティ役/ジェシカ・ラング) 『ヤング・シェルドン』(マッケローニー役)

『スタートレック:ピカード』(オウ准将役/タムリン・トミタ) 『ボッシュ』(ハニー・チャンドラー役/ミミ・ロジャース)

『宇宙空母ギャラクティカ』(アシーナ役/マレン・ジェンセン)ヒロイン 『ボッシュ: 受け継がれるもの』(ハニー・チャンドラー役/ミミ・ロジャース)

『迷宮のアリス』(タミー役/イザベル・フェロン) 『コウラン伝 始皇帝の母』(⾼敏役/ワン・リン)

『ファルコン&ウィンター・ソルジャー』 『マザー・ファーザー・サン』(マギー役/シニード・キューザック)

                                 (レイナー博士役/エイミー・アキノ) 『Lupin/ルパン』(ファビエンヌ・ベリオ役/アンヌ・ブノワ)

『ホルストン』(エレノア・ランバート役/ケリー・ビショップ) 『リーシーの物語』(アマンダ役/ジョアン・アレン)

『ジャスティス』(ヴァニア役) 『クリープショー』(トロレンバーグ役/デニス・クロスビー)

『窓際のスパイ』(キャサリン役/サスキア・リーヴス)

アニメ

『逆転イッパツマン』(星ハルカ役)ヒロイン 『名探偵コナン』(国友安栄役)

『ゴールドライタン』(マンナッカー役) 『甲⾍王者ムシキング』(ラミア役)

『⿊魔⼥さんが通る︕︕』(チョコのおばあちゃん役) 『MONSTER』(エルナ・ティーツェ母役)

『RIDEBACK-ライドバック-』(尾形深雪役) 『⾼橋留美子劇場』(母役)

『隠の王』(宵⾵の義母役) 『天使な小生意気』(令嬢役)

『シゴフミ』(野島久子役) 『金田⼀少年の事件簿』(辻⼝佳代役)

『GUNSLINGER GIRL-IL TEATRINO-』(イザベラ・ダンジェロ役)

ナレーション

【番組】 【CM】

『空海』(TBS) 『コンタック』

『姫神』(TBS) 『マルイ』

『日本語の⾵景』(TBS) 『マクドナルド』

『日本は何故負ける戦争をしたのか』(テレビ朝日) 『パナソニック』

『私はモナリザ』(NHKBS) 『ANA』

『東京電⼒』

『ホームプロ』

『キシリッシュ』

『エビス華みやび』

ゲーム

『ドラゴンズドグマ』(界王役) 『3年B組金⼋先生 伝説の教壇に⽴て！』(⾳無静子役)

『ガールズRPGシンデレライフ』(霧島凛役) 『ソウルリーバー2』(アリエル役)

『花宵ロマネスク 愛と哀しみ－それは君のためのアリア』(瀬⾕和子役) 『⽴体忍者活劇 天誅 弐』(佳役)

『ヴァルキリープロファイルシリーズ』(ロレンタ役、ライア役) 『Dの⾷卓2』(キンバリー・フォックス役)主役

『コブラ・ザ・アーケード』(死刑執⾏人 金髪役) 『クーロンズゲート KOWLOON'S GATE －九⿓⾵⽔傳－』(梁艾丹役)

『忍道 戒』(貞⼥役) 『エネミー・ゼロ』(キンバリー・ハード役)主役

『⻤武者3』(ベガドンナ役) 『白猫プロジェクト』(エヌマ、メリシャ役)
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映像出演

【TV】

『⼤河ドラマ 峠の群像』(NHK、ふみ役) 『わが子よ』(TBS)

『⼤河ドラマ 徳川家康』(NHK、琴⼥役) 『流れ星佐吉』(日本テレビ)

『⼤河ドラマ 翔ぶが如く』(NHK、弥生役) 『太陽にほえろ』(日本テレビ)

『⼤河ドラマ ⼋代将軍吉宗』(NHK、桂⽊役) 『無実の証明』(日本テレビ)

『朝ドラ はね駒』(NHK) 『妻たちの課外授業』(日本テレビ)

『朝ドラ 君の名は』(NHK) 『⼤病院が震える日』(日本テレビ)

『御宿かわせみ』(NHK) 『加賀百万石殺人事件』(日本テレビ)

『腕におぼえあり』(NHK) 『私は翔ばない』(フジテレビ)

『私の名は⼥です』(NHK) 『みちのく殺人事件』(フジテレビ)

『道づれ』(NHK) 『ママ⼤変だぁ』(テレビ朝日)

『極北の愛』(NHK) 『特捜最前線』(テレビ朝日)

『真田太平記』(NHK) 『⼥囚犯歴薄』(テレビ朝日)

『荒⽊又右衛門』(NHK) 『家政婦は見た』(テレビ朝日)

『日本の面影』(NHK) 『サロンカー婚約ツアー殺人事件』(テレビ朝日)

『幸せのとなり』(NHK) 『翔んでる⼥西郷どん』(テレビ朝日)

『3年B組金⼋先生 第5～第7シリーズ』(TBS、⽊村トキ江役) 『暴れん坊将軍』(テレビ朝日)

『おゆう』(TBS、うめ役) 『はぐれ刑事』(テレビ朝日)

『モナリザたちの冒険』(TBS、やよい役) 『お助け同心が⾏く』(テレビ東京)

『隣の⼥』(TBS) 『あばれ⼋洲御用旅』(テレビ東京)

『花さくらんぼ』(TBS)

『妻』(TBS) 【映画】

『社長になった若⼤将』(TBS) 『ゆうぐれ族』

『氷紋』(TBS) 『ブラック・ボード』

舞台

『誘拐』(第1回マウスプロモーション公演 ) 『桜の花にだまされて』(第4回マウスプロモーション公演 )

『桜の田』(第3回マウスプロモーション公演 )

その他

【ラジオドラマ】『⻘春アドベンチャー～フラワーライフ～ 【旅番組】『誘われて二人旅』(テレビ朝日)

　　　　　　　　　　　あじさいの岸辺 日和聡子作』(NHK、宿屋の⼥将役) 【旅番組】『ふれあい出逢い旅』(テレビ東京)

【ラジオドラマ】『満月の夜』 【その他】『クイズ面白ゼミナール』(NHK)

【ラジオドラマ】『アンガツクユタチ』 【その他】『チャレンジ・ザ・競馬』(フジテレビ)

【ドラマCD】『ポーの⼀族 第5巻』(エリザベス役) 【その他】『⼀枚の写真』(フジテレビ)

【ドラマCD】『⼋雲⽴つ ⾳盤物語』(世裡役)

【特撮】『仮面ライダーゴースト』(甲冑眼魔の声)

【特撮】『仮面ライダーW』(シュラウドの声)

【特撮】『獣拳戦隊ゲキレンジャー』(海の拳魔ラゲクの声)

【声の出演】『魔進戦隊キラメイジャーライブツアー』（マッジョの声）

※太字は主役・ヒロイン役です。

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


