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石橋 けい いしばし けい 
 

1978 年 6 月 23 日生まれ 

神奈川県出身 

 

身長：170cm  B：89cm  W：66cm  H：93cm  

趣味：カメラ 陶芸 4 コマ漫画作り 

特技：モダンバレエ ピアノ 歌 水泳 

 

1992 年､14 歳でドラマ「NIGHT HEAD」にてデビュー。翌年、東映連続ドラ

マ「有言実行三姉妹シュシュトリアン」で次女役・山吹月子を演じ注目を浴び､

東日本キヨスク CM のイメージガールにも抜擢される。また、ウルトラマン「～

ティガ」「～ダイナ」「～ガイア」の平成ウルトラ 3 部作全てに出演を果たした、

希有な経歴を持つ。一方で、2000 年、タ･マニネ第 2 回公演｢悪戯｣（演出:岩

松了）にて初舞台を踏んだことをきっかけに､演劇の世界にも意欲を持つこと

になり、佐藤信演出「リア王の悲劇」「朝焼けのマンハッタン」、tpt「桜の園｣

など硬派な作品に次々と出演。そして 2008 年､CM ディレクター・山内ケンジ

のＣＭ「コンコルド｣(東海地区限定 0.A)に出演したのをきっかけに、山内氏の

脚本･演出による演劇ユニット･城山羊の会公演｢新しい橋｣に参加。以降、城山

羊の会にとって欠かすことのできないメンバーとして、シュールな作品世界を

体現する存在となり、現在に至る。着実にキャリアを積み重ねながら､様々な

役に貪欲に挑戦し､演じることにひたむきに取り組む姿勢は一貫している。な

んとも云えない艶と庶民性とを同時に発光しているような､不思議な魅力の持

ち主である。 

【舞台】 

 15年 

 

14年 

13年 

 

12年 

 

11年 

 

10年 

09年 

08年 

 

 

07年 

06年 

 

05年 

 

 

04年 

00年 

パルコ・プロデュース「ツインズ」････････････････････････････････ 

城山羊の会「仲直りするために果実を」････････････････････････････ 

城山羊の会「トロワグロ」････････････････････････････････････････ 

城山羊の会「身の引きしまる思い」････････････････････････････････ 

城山羊の会「効率の優先」････････････････････････････････････････ 

城山羊の会「あの山の稜線が崩れてゆく」･･････････････････････････ 

城山羊の会「スキラギノエリの小さな事件」････････････････････････ 

城山羊の会「探索」･･････････････････････････････････････････････ 

城山羊の会「メガネ夫妻のイスタンブール旅行記」･･････････････････ 

城山羊の会「微笑の壁」･･････････････････････････････････････････ 

城山羊の会「新しい男」･･････････････････････････････････････････ 

城山羊の会「新しい歌」･･････････････････････････････････････････ 

城山羊の会「新しい橋」･･････････････････････････････････････････ 

ミステリーナイト2008「上空１万メートルの罠」････････････････････ 

地人会「朝焼けのマンハッタン」･･････････････････････････････････ 

青空美人「怪力」････････････････････････････････････････････････ 

劇団ノーティーボーイズ「SIMPLY BECAUSE IMITATION」･･････････････ 

ＴＰＴ「桜の園」････････････････････････････････････････････････  

劇団ノーティーボーイズ「公務員ドリーム」････････････････････････ 

劇団IOH「あかね空を越えて」･････････････････････････････････････ 

｢リア王の悲劇｣･･････････････････････････････････････････････････ 

第2回タ・マニネ公演「悪戯」････････････････････････････････････ 

（作/演出：長塚圭史） 

（作/演出：山内ケンジ） 

（作/演出：山内ケンジ） 

（作/演出：山内ケンジ） 

（作/演出：山内ケンジ） 

（作/演出：山内ケンジ） 

（作/演出：山内ケンジ） 

（作/演出：山内ケンジ） 

（作/演出：山内ケンジ） 

（作/演出：山内ケンジ） 

（作/演出：山内ケンジ） 

（作/演出：山内ケンジ） 

（作/演出：山内ケンジ） 

（演出：九十九一） 

（演出：佐藤信） 

（作/演出：木内宏昌） 

（作/演出：大和） 

（演出：熊林弘高） 

（作/演出：大和） 

（作/演出：林邦應） 

（演出：佐藤信） 

（作/演出：岩松了） 

【TV】 

 16年 

15年 

 

 

14年 

 

 

13年 

 

 

 

12年 

 

 

 

 

11年 

｢ゆとりですがなにか」･･･････････････････････････････････････････ 

｢マザーズ 2015～17歳の実母」････････････････････････････････････

｢REPLAY & DESTROY」第３話 ･･････････････････････････････････････ 

｢ただいま会議中」第６話・最終話･････････････････････････････････ 

｢深夜食堂３｣第３話（監督：山下敦弘）････････････････････････････ 

｢マザーズ｣中京テレビ開局４５周年記念ドラマ･･････････････････････ 

｢罪人の嘘｣第２・４話（監督：瀬々敬之）･･････････････････････････ 

｢セーラーゾンビ｣レギュラー（監督：渡辺亮平・今泉力哉）･･････････ 

｢レディレディ〜トイレで泣いたこと、ありますか？｣（監督：三島有紀子）･･･ 

連続ドラマＷ｢かなたの子｣第２話･･････････････････････････････････ 

｢高梨さん｣第８話『待つ女』･･･････････････････････････････････････ 

連続テレビ小説 ｢梅ちゃん先生｣･･･････････････････････････････････                           

｢踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件｣･･･････ 

｢ビューティフルレイン｣･･････････････････････････････････････････ 

｢ウルトラゾーン｣････････････････････････････････････････････････ 

｢湯けむりスナイパー お正月スペシャル｣･･･････････････････････････ 

｢相棒 ten｣･･････････････････････････････････････････････････････     

（日本テレビ） 

（中京テレビ） 

（ＭＢＳ） 

（Ｅテレ） 

（ＭＢＳ） 

（中京テレビ） 

（ＷＯＷＯＷ） 

（テレビ東京） 

（東海テレビ） 

（ＷＯＷＯＷ） 

（ＮＨＫ） 

（ＮＨＫ） 

（ＣＸ） 

（ＣＸ） 

（ＴＶＫ） 

（ＴＸ） 

（ＡＸ） 
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10年 

06年 

04年 

03年 

02年 

 

 

 

01年 

99年 

98年 

96～97年 

96年 

93年 

92～93年 

｢ラストマネー －愛の値段－｣ ････････････････････････････････････ 

｢ギルティ 悪魔と契約した女｣･････････････････････････････････････ 

｢相棒V｣ ････････････････････････････････････････････････････････ 

｢プレミアムステージ・犬神家の一族｣･･････････････････････････････ 

｢怪談新耳袋｣ ･･･････････････････････････････････････････････････ 

｢私立探偵 濱マイク｣ 第７話 『私生活』････････････････････････････  

｢アルジャーノンに花束を｣････････････････････････････････････････ 

｢ロング・ラブレター～漂流教室～｣ ･･･････････････････････････････ 

｢太陽の季節｣････････････････････････････････････････････････････ 

｢LONG LOVE-遠嫁日本-｣（日中合作大河ドラマ）･････････････････････ 

｢悪いオンナ 誘惑を売る女｣･･････････････････････････････････････  

｢ANTENA アテナ｣･････････････････････････････････････････････････ 

｢ウルトラマンティガ｣････････････････････････････････････････････ 

｢飛べない羽｣ ･･･････････････････････････････････････････････････ 

｢有言実行三姉妹シュシュトリアン｣････････････････････････････････ 

｢NIGHT HEAD｣････････････････････････････････････････････････････ 

（ＮＨＫ） 

（ＫＴＶ） 

（ＡＸ） 

（ＣＸ） 

（ＣＸ） 

（ＮＴＶ） 

（ＣＸ） 

（ＣＸ） 

（ＴＢＳ） 

（ＢＳフジ） 

（ＴＢＳ） 

（テレビ東京） 

（ＭＢＳ） 

（ＮＨＫ） 

（ＣＸ） 

（ＣＸ） 

【映画】  

 17年 

16年 

15年 

 

 

12年 

11年 

08年 

07年 

 

00年 

99年 

98年 

97年 

96年 

 

95年 

｢スプリング ハズ カム」2017年春公開予定･････････････････････････ 

｢At the terrace テラスにて」･･････････････････････････････････････ 

｢友だちのパパが好き」････････････････････････････････････････････ 

｢天空の蜂」･････････････････････････････････････････････････････ 

｢at home」･･････････････････････････････････････････････････････ 

｢カラスの親指｣･･････････････････････････････････････････････････ 

｢ミツコ感覚」･･･････････････････････････････････････････････････ 

｢大決戦!超ウルトラ8兄弟」････････････････････････････････････････ 

｢オリヲン座からの招待状」････････････････････････････････････････ 

｢人生ごっこ!?｣･･････････････････････････････････････････････････ 

｢ウルトラマンティガTHE FINAL ODYSSEY｣･･･････････････････････････ 

｢オサムの朝｣････････････････････････････････････････････････････ 

｢ＳＡＤＡ｣･･････････････････････････････････････････････････････ 

｢風の歌が聴きたい｣･･････････････････････････････････････････････ 

｢亡霊学級」･･････････････････････････････････････････････････････ 

｢女優霊」････････････････････････････････････････････････････････ 

｢勝手に死なせて!」･･･････････････････････････････････････････････ 

｢きけ、わだつみの声Last Friends」･････････････････････････････････ 

｢Ｂ面の夏」･･････････････････････････････････････････････････････ 

（監督：吉野竜平） 

（監督：山内ケンジ） 

（監督：山内ケンジ） 

（監督：堤幸彦） 

（監督：蝶野博） 

（監督：伊藤匡史） 

（監督：山内ケンジ） 

（監督：八木毅） 

（監督：三枝健起） 

（監督：林弘樹） 

（監督：村石宏實） 

（監督：梶間俊一） 

（監督：大林宣彦） 

（監督：大林宣彦） 

（監督：鶴田法男） 

（監督：中田秀夫） 

（監督：水谷俊之） 
（監督：出目昌伸） 

（監督：榎戸耕史） 
【CM】 

 16年 

 

15年 

 

 

14年 

 

13年 

12年 

 

 

 

11年 

10年 

08年 

06年 

99年 

 

 

 

95年 

SEIYU「やっぱコスパ」････････････････････････････････････････････ 

キリンのどごし〈生〉「さぁのどごそう！登場篇」･･･････････････････ 

東洋水産「マルちゃん 麺づくり」･････････････････････････････････ 

dtv「母の本音篇」･･･････････････････････････････････････････････ 

コンコルド「コンコルゲン夫婦 愛の勝利篇」････････････････････････ 

グリコ「プリッツ」･･･････････････････････････････････････････････ 

クラシエ「肌美精」･･･････････････････････････････････････････････ 

コンコルド「心にコンコルドを篇」･･････････････････････････････････ 

DeNA モバゲー「チョッパー篇」･････････････････････････････････････            

資生堂 専科「シミまで隠れる篇」･･･････････････････････････････････            

コンコルド「心にコンコルドを篇」･････････････････････････････････       

ミツカン「足りないもの篇」「疑問篇」等･･････････････････････････････     

BOOK OFF「あなたの物語、次の誰かへ篇」･････････････････････････････ 

花王 アタックNeo「忙しいママ篇」･･････････････････････････････････         

コンコルド「娯楽仮面コンケルド篇」････････････････････････････････      

日産 ステージア「journey 大切な人篇」････････････････････････････ 

サッポロビール「黒ラベル'99 海篇」････････････････････････････････       

ピエトロドレッシング「おいしいサラダお弁当編」･･･････････････････ 

ECC 英会話「こわくなんかない篇」･･････････････････････････････････ 

カンロ「カンロ飴 幸せな顔・ヤング篇｣･･････････････････････････････ 

東日本キヨスクイメージガール････････････････････････････････････ 

（監督：松本佳奈） 

（監督：サノ☆ユタカ） 

 

 

（監督：山内ケンジ） 

（監督：関口現） 

（監督：鈴木わかな） 

（監督：山内ケンジ） 

（監督：関口現） 

（監督：柳沢翔） 

（監督：山内ケンジ） 

（監督：河西純） 

（監督：山口ヨーコ） 

（監督：清水亮司） 

（監督：山内ケンジ） 

（監督：滝口寿彦） 

（監督：相米慎二） 

 

 

 

【ラジオＣＭ】 

 14年 

13年 

12年 

TOKYO FM「見えてくるラジオＣＭキャンペーン#10 参天製薬」････････ 

ＪＴ企業ラジオＣＭ「入学式」篇････････････････････････････････････ 

キューピー「愛は食卓にある。」食卓で話そうよ 

「＋imagination トウモロコシ」篇･････････････････････････････････ 

 

【ナレーション】 

 15年 

14年 

13年 

Tokyo Copywriters’Street ★2013年から継続 （参天製薬） 

「だから言ったじゃん」 ストーリー：小山佳奈･･････････････････ 

「宝箱」 ストーリー：竹原知里･･････････････････････････････････ 
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「ススキ」 ストーリー：国井美果････････････････････････････････ 

「お月見どろぼう」 ストーリー：国井美果････････････････････････ 

「白鳥」 ストーリー：細田佳宏･･････････････････････････････････  

「ミャーミャーミャーコ」 ストーリー：薄景子････････････････････ 

TV-CM atホーム「ネットワーク」篇･･････････････････････････････････ 

KIRIN「世界のKitchenから『ブランド』編」････････････････････････････ 

NHK BSプレミアム｢こころ・カレシ～心理テストで女を磨く恋愛術｣･････ 

【PV・その他】 

 15年 

 

13年 

 

〜12年 

味噌汁’S「お年玉」･･･････････････････････････････････････････････ 

オリー・マーズ「ルック・アット・ザ・スカイ」･････････････････････････ 

ＵＵＲＡ配信ドラマ「モトカレ」第２話『最低なアイツと最高のクリスマス』･･ 

ぐるなび忘年会スペシャルサイト「歌っているのは誰でしょう？」･･････ 

乃木坂46 「井上小百合×朝日恵里」････････････････････････････････ 

武田薬品 企業イメージPV「ふたり」････････････････････････････････ 

Honda smile mission ･･･････････････････････････････････････････ 

(監督：朝日恵里） 

 

(監督：御法川修) 

 

ショートムービー 

ショートムービー 

インフォマーシャル（監督：柳沢翔） 

 

 


