上戸彩
生年月日 1985/09/14
出身地

東京都

関連人物 EXILE HIRO (夫)

【フィルモグラフィ】

半沢直樹 （第２期） (2020)

出演 :半沢花

僕が笑うと (2019)

出演 :鈴木誠子

名探偵コナン

声の出演 :橘境子

ゼロの執行人（しっこうにん） (2018)

ミッドナイト・ジャーナル

消えた誘拐犯を追え！七年目の真実 (2018) 出演 :藤瀬祐里

絶対零度～未然犯罪潜入捜査～ (2018)

ゲスト出演 :桜木泉

太陽を愛したひと～1964 あの日のパラリンピック～ (2018)

出演 :中村廣子

白戸家の10年 the CMovie (2017)

出演

昼顔 (2017)

出演 :木下紗和

ズートピア (2016)

声の出演（日本語吹替版）
:ジュディ・ホップス

アイムホーム (2015)

出演 :家路恵

テルマエ・ロマエ ＩＩ (2014)

出演 :山越真実

いつか陽のあたる場所で

出演 :小森谷芭子

スペシャル (2014)

昼顔～平日午後３時の恋人たち (2014)

出演 :笹本紗和

武士の献立 (2013)

出演 :舟木春

おしん (2013)

出演 :谷村ふじ

いつか陽のあたる場所で (2013)

出演 :小森谷芭子

半沢直樹 (2013)

出演 :半沢 花

テルマエ・ロマエ (2012)

出演 :山越真実

金子みすゞ物語－みんなちがって、みんないい－ (2012)

出演 :金子みすゞ

車イスで僕は空を飛ぶ (2012)

出演 :加藤久実

絶対零度 ～特殊犯罪潜入捜査～ (2011)

出演 :桜木泉

絶対零度 ～未解決事件特命捜査～Special (2011)

出演 :桜木泉

シュアリー・サムデイ (2010)

出演 :上戸彩

絶対零度 ～未解決事件特命捜査～ (2010)

出演 :桜木泉

10年先も君に恋して (2010)

出演 :小野沢里花／円山里
花

愛はみえる～全盲夫婦に宿った小さな命 (2010)

出演

流れ星 (2010)

出演 :槙原梨沙

ＡＴＯＭ (2009)

声の出演（日本語吹替版）
:トビー／アトム

BATON

声の出演 :ミカル

バトン (2009)

婚カツ！ (2009)

出演 :飛田春乃

結婚 (2009)

出演 :上原ちかげ
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櫻の園 -さくらのその- (2008)
アテンションプリーズ
(2008)

出演 :リミ

スペシャル

～オーストラリア・シドニー編～

出演 :美咲洋子

ホカベン (2008)

出演 :堂本灯

セレブと貧乏太郎 (2008)

出演 :美田園アリス

ピアノの森 (2007)

声の出演 :一ノ瀬海

アテンションプリーズ

スペシャル

～ハワイ・ホノルル編～ (2007)

出演 :美咲洋子

李香蘭 (2007)

出演 :李香蘭（山口淑子）

ホテリアー (2007)

主題歌,歌,出演 :小田切杏
子

輪違屋糸里 ～女たちの新選組～ (2007)

出演 :輪違屋 糸里

暴れん坊ママ (2007)

出演 :川野あゆ

翼の折れた天使たち (2006)

出演 :小峰奈々子

アテンションプリーズ (2006)

出演 :美咲洋子

下北サンデーズ (2006)

出演 :里中ゆいか

劇場版

金色のガッシュベル!!

あした元気にな～れ！

メカバルカンの来襲 (2005)

～半分のさつまいも～ (2005)

歌
声の出演 :かよ子（中根か
よ子）

義経 (2005)

出演 :うつぼ

アタックＮｏ．１ (2005)

エンディングテーマ,出演 :
鮎原こずえ

ドラマスペシャル

出演

古都 (2005)

美空ひばり誕生物語
涙そうそう
あずみ２

おでことおでこがぶつかって (2005)

－この愛に生きて－ (2005)
Death or Love (2004)

金色のガッシュベル!!

出演 :小田未来
出演 :あずみ

インストール (2004)
劇場版

出演 :加藤和枝（15、20歳）

出演 :野沢朝子
１０１番目の魔物 (2004)

主題歌,歌

エースをねらえ！ (2004)

出演 :岡ひろみ

霊感バスガイド事件簿 (2004)

ゲスト出演

エースをねらえ！

出演 :岡 ひろみ

～奇跡への挑戦～ (2004)

あずみ (2003)

出演 :あずみ

高校教師 (2003)

出演 :町田雛

ひと夏のパパへ (2003)

主題歌,歌,出演 :望月まり
も

さとうきび畑の唄 (2003)

出演

ピーター・パン２／ネバーランドの秘密 (2002)

声の出演（日本語吹替版）
:ジェーン

マイ リトル シェフ (2002)

出演

３年Ｂ組金八先生

出演 :鶴本直（転校生）

（第６シリーズ） (2001～2002)

涙をふいて (2000)

出演

殺人者

出演

KILLER OF PARAISO (1999)
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