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<font color="#99333">2012年</font><br />「TARI TARI」ウィーン（前田敦博）<br /> <font color="#99333">2013年</font><br />「俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる」坂上弟<br />「断裁分離のクライムエッジ」灰村切<br />「ファンタジスタドール」三浦／藤玖純<br />「凪のあすから」先島光<br />「ダイヤのA」小湊春市<br />「サムライフラメンコ」
トロンボーイ<br />「アウトブレイク・カンパニー」加納慎一<br />「コードギアス 亡国のアキト 第2章「引き裂かれし翼竜」」クザン・モントバン<br /><font color="#99333">2014年</font><br />「ストライク・ザ・ブラッド」絃神冥驚<br />「ハマトラ」豊崎シンジ<br />「ノラガミ」橋本<br />「とある飛空士への恋歌」カルエル・アルバス ／カール・ラ・
イール<br />「世界征服～謀略のズヴィズダー～」地紋明日汰<br />「いなり、こんこん、恋いろは。」ロロ<br />「黒の栖-クロノス-」中園真<br />「遊☆戯☆王ARC-V」志島北斗<br />「ドラゴンコレクション」ザッコ／フォレストデビル／カオス・ヘッドバッシャー／ワイルドホッグ／（脇役多数）<br />「健全ロボ ダイミダラー」天久将馬<br />「東京喰種トー
キョーグール」金木研<br />「ソードアート・オンラインII」シュピーゲル（新川恭二）<br />「アルドノア・ゼロ」界塚伊奈帆<br />「四月は君の嘘」有馬公生<br />「オレん家のフロ事情」三国<br />「チェインクロニクル ～ショートアニメ～」ウェイン<br /><font color="#99333">2015年</font><br />「東京喰種トーキョーグール√A」金木研<br />「純潔の
マリア」ジルベール<br />「アルドノア・ゼロ（第2期）」界塚伊奈帆<br />「アブソリュート・デュオ」トラ<br />「ミカグラ学園組曲」赤間遊兎<br />「ベイビーステップ2」クリシュナ<br />「ダイヤのA –SECOND SEASON–」小湊春市<br />「食戟のソーマ」タクミ・アルディーニ<br />「アルスラーン戦記」エラム<br />「四月は君の嘘（OVA）」有馬公生<br
/>「ドラゴンボールZ 復活の「F」」ジャコ<br />「枕男子」めりぃ<br />「実は私は」黒峰朝陽<br />「GANGSTA.」ニコラス・ブラウン（少年期）<br />「オーバーロード」ルクルット・ボルブ<br />「ヘヴィーオブジェクト」クウェンサー<br />「スタミュ」星谷悠太<br />「ハイスクールスター・ミュージカル」星谷悠太<br />「デジモンアドベンチャー tri.」八
神太一<br />「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」ビスケット・グリフォン<br />「学園ハンサム The Animation」前田良樹<br /><font color="#99333">2016年</font><br />「ハルチカ -ハルタとチカは青春する-」草壁信二郎<br />「ずっと前から好きでした。」榎本虎太朗<br />「プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ」鴨田侑／五十公野了<br />
別名：ハナゴエ（ニコニコ歌い手名義）<br /><br />中学時代：ソフトテニス部<br />高校時代：美術部（～

「Divine Gate」アリトン<br />「アクティブレイド -機動強襲室第八係-」ミュトス<br />「リルリルフェアリル ～妖精のドア～」花村望／おじぎそう<br />「双星の陰陽師」焔魔堂ろくろ<br />「少年メイド」竜児<br />「Fate/kaleid liner プリズマ★イリヤ ドライ!!」ジュリアン・エインズワース<br />「B‐PROJECT 鼓動＊アンビシャス」阿修悠太<br />「美男高

2010/3）<br />アクロス エンタテインメント公式サイトのメールフォームから声優志望の意思とボイスサンプ

校地球防衛部LOVE!LOVE!」仁藤真<br />「DAYS」成神蹴治<br />「D.Gray‐man HALLOW」ラビ<br />「食戟のソーマ 弐ノ皿」タクミ・アルディーニ<br />「斉木楠雄のΨ難」鳥束零太<br />「アルスラーン戦記 風塵乱舞」エラム<br />「アクティヴレイド 機動強襲室第八係 2nd」ミュトス<br />「終末のイゼッタ」リッケルト<br />「学園ハンサム」前田良樹<br

ルを送付し、3ヶ月間のワークショップ受講後にオーディション合格<br />→アクロス エンタテインメント預か

/><font color="#99333">2017年</font><br />「弱虫ペダル NEW GENERATION」高田城<br />「政宗くんのリベンジ」真壁政宗<br />「亜人ちゃんは語りたい」相馬<br />「恋するシロクマ」アザラシくん<br />「夢王国と眠れる100人の王子様 ショート」真琴桜花<br />「Room Mate」仁科葵<br />「リルリルフェアリル ～魔法の鏡～」花村望<br />「スタミュ

り（2009/11～）→正所属（2012～）<br /><br />身長173cm、体重47kg<br />靴のサイズ28cm<br />極度
の近視（視力0.0001だがコンタクトレンズが合わず、2012年から眼鏡を着用。テレビ出演時に度がきついメガ
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ネで輪郭が歪んで映るとの理由からICL手術を受け（2016/9/30）、以降は伊達メガネを着用）<br />特技：テ
ニス、デザイン画、ワープロ、歌、音声編集、靴ひもを1秒で結ぶ<br />趣味：カラオケ、ゲーム<br />好物：

（第2期）」星谷悠太<br />「げんばのじょう -玄蕃之丞-」新左衛門<br />「兄に付ける薬はない！」万歳<br />「SHADOW OF LAFFANDOR」リエン・マキュール<br />「Fate/Apocrypha」ジーク<br />「ゲーマーズ！」三角 瑛一<br />「活撃/刀剣乱舞」髭切<br />「劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ★イリヤ 雪下の誓い」ジュリアン・エインズワース<br />
「ゴールデン☆キッズ」
俊太（2011年）

「TSUKIPRO THE ANIMATION」世良里津花<br />「戦刻ナイトブラッド」豊臣秀吉<br />「食戟のソーマ 餐ノ皿」タクミ・アルディーニ<br />「クジラの子らは砂上に歌う」チャクロ<br />「ストライク・ザ・ブラッド II」絃神冥駕<br />「成長戦隊ノビルンジャー」ビタミンB群<br /><font color="#99333">2018年</font><br />「続 刀剣乱舞 花丸」髭切（第
1,5,8話）<br />「劇場版 マジンガーZ / INFINITY」兜シロー<br />「斉木楠雄のΨ難（第2期）」鳥束零太（第1～2,4,8,10～12,14,16,18,20～21,24話）<br />「博多豚骨ラーメンズ」シヴァ（第7～8話）<br />「カードキャプターさくら クリアカード編」ユナ・D・海渡（第8,10～13,15～22話）<br />「イナズマイレブン アレスの天秤」奥入祐<br />「ポチっと発明

https://columbia.jp/hanaenatsuki/

http://ameblo.jp/hanae0626/

https://twitter.com/hanae0626

https ://www.yo utube .c o m /c ha nne l/UC3 C3 YOGFjn7 Pq3 lOCe UFHfg

http://across-ent.com/talent/men/natsuki_hanae.html

ピカちんキット」ウメジュン（第14～26,29,31,33～35,37～39,41,43,45,48話）<br />「東京喰種トーキョーグール:re」佐々木琲世<br />「食戟のソーマ 餐ノ皿 遠月列車篇」タクミ・アルディーニ（第14～17,19～24話）<br />「ラストピリオド -終わりなき螺旋の物語-」ハル<br />「ピアノの森」雨宮修平（第7～12話）<br />「ブラッククローバー」リル・ボワモル

キュウリ、から揚げ<br />苦手：ゴーヤ<br /><br />既婚（2016～）<br />第1・2子（双子）誕生（2020

ティエ（第38～39話）<br />「ハッピーシュガーライフ」三星太陽<br />「千銃士」マルガリータ（第2,7,9～10,12話）<br />「Back Street Girls -ゴクドルズ-」木村（第2,6話）<br />「ているず おぶ ざ れいず 劇場」イクス・ネーヴェ<br />「ベイブレードバースト 超ゼツ」ジャン・ボガード（第17～24,26～29話）<br />「フューチャーカード 神バディファイト」

～）<br />ペット：みそ（雌アメリカン・ショートヘア）、こんぺい（雄マンチカン）<br /><br />子供向け

世界マモル<br />「ぐらんぶる」御手洗優（第6～9話）<br />「パズドラ」神崎シン<br />「兄に付ける薬はない！2」万歳／万幸（第8～9,11～12話）／サム（第13話）<br />「メルクストーリア 無気力少年と瓶の中の少女」オルトス（第10～12話）<br />「叛逆性ミリオンアーサー」閣下アーサ<br />「東京喰種トーキョーグール:re（最終章）」佐々木琲世（金木

バラエティ番組「おはスタ」（2015/4～2020/10/2）<br /><br />レギュラー交友：石川界人、斉藤壮馬、蒼

研）<br />「イナズマイレブン オリオンの刻印」奥入祐（第1,14話）<br />「斉木楠雄のΨ難 完結編」鳥束零太<br /><font color="#99333">2019年</font><br />「B‐PROJECT 絶頂✶エモーション」阿修悠太<br />「ピアノの森（第2シリーズ）」雨宮修平<br />「ベイブレードバースト ガチ」金道フミヤ<br />「転生したらスライムだった件」ユウキ（第20～

井翔太、佐香智久、川原慶久

21,23話）<br />「この音とまれ！」倉田武流<br />「鬼滅の刃」竈門炭治郎<br />「スタミュ（第3期）」星谷悠太<br />「Bラッパーズ ストリート」病ジャック<br />「荒ぶる季節の乙女どもよ。」杉本悟<br />「テレビ野郎 ナナーナ わくわく洞窟ランド」カラクリ将軍<br />「ダイヤのA actII」小湊春市<br />「デュエル・マスターズ!!」花江夏樹<br />「スタン
ドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH」由井孝太郎<br />「星合の空」桂木眞己<br />「ジモトがジャパン」織田信長<br />「あんさんぶるスターズ！」巴日和<br />「食戟のソーマ 神ノ皿」タクミ・アルディーニ<br />「この音とまれ！（第2期）」倉田武流<br />「兄に付ける薬はない！3」万歳万幸<br />「斉木楠雄のΨ難 Ψ始動編」鳥束零太<br /><font
color="#99333">2020年</font><br />「ランウェイで笑って」都村育人<br />「ハイキュー!! TO THE TOP」星海光来<br />「歌舞伎町シャーロック」ハリー・エバンズ<br />「うちタマ?! ～うちのタマ知りませんか？～」レオ<br />「虫籠のカガステル」アハト<br />「かくしごと」十丸院五月／後藤ロク<br />「遊☆戯☆王SEVENS」ガクト（蒼月学人）<br />
「食戟のソーマ 豪ノ皿」タクミ・アルディーニ<br />「グレイプニル」加賀谷修一<br />「天晴爛漫！」空乃天晴<br />「イエスタデイをうたって」早川浪<br />「泣きたい私は猫をかぶる」日之出賢人<br />「GETUP! GETLIVE! ＃げらげら」上原淳也<br />「アラド:逆転の輪」ミカエラ<br />「あはれ！名作くん」春雨知恵熱<br />「神様になった日」成神陽太<br
/>「おそ松さん」新おそ松<br />「池袋ウエストゲートパーク」磯貝<br />「兄に付ける薬はない！4」万歳／万幸<br />「カオルの大切なモノ」カオル<br />「進撃の巨人 The Final Season（Part 1）」ファルコ・グライス<br /><font color="#99333">2021年</font><br />「魔道祖師 前塵編」聶懐桑<br />「アイ★チュウ」ノア<br />「怪物事変」蓼丸織<br />
「スケートリーディング☆スターズ」望月雪光<br />「オッドタクシー」小戸川<br />「魔道祖師 前塵編」聶懐桑<br />「いたずらぐまのグル～ミ～」ピティーくん<br />「灼熱カバディ」佐倉学<br />「漁港の肉子ちゃん」二宮<br />「キングダム」傅抵<br />「TSUKIPRO THE ANIMATION 2」世良里津花<br />「ヴァニタスの手記」ヴァニタス<br />「死神坊
ちゃんと黒メイド」坊ちゃん<br />「うらみちお兄さん」枝泥エディ<br />「KICK&SLIDE」キック<br />「月が導く異世界道中」深澄真<br />「転生したらスライムだった件（第2期第2部）」ユウキ<br />「かくしごと -ひめごとはなんですか-」十丸院五月<br />「RE-MAIN」富山健<br />「プラチナエンド」ルベル<br />「サイダーのように言葉が湧き上がる」
ジャパン<br />「錆喰いビスコ」猫柳ミロ<br />他

幼稚園～小学校低学年時代：バレエ<br />中学時代：美術部<br />高校時代：軽音楽部<br /><br />プロ・
フィット声優養成所卒<br />→プロ・フィット準所属（2015/4～）→正所属（2019/4/1～）<br /><br />身

<font color="#99333">2014年</font><br />「オオカミ少女と黒王子」矢島カナ（第8～9話）<br /><font color="#99333">2015年</font><br />「クロスアンジュ 天使と竜の輪舞」メアリー（第18～19,21～24話）<br />「聖剣使いの禁呪詠唱」ベレズツカヤ姉（第9話）<br />「高宮なすのです！」屋敷さん（第7話）<br /><font color="#99333">2016年</

長153cm<br />愛称：あかりん、湯切りん<br />資格：ワープロ検定<br />特技：絵を描くこと、歌うこと、

font><br />「僕だけがいない街」ヒロミ<br />「少年メイド」中島晶（第7,11～12話）<br />「タブー・タトゥー」アリヤバータ<br />「タイムボカン24」カレン<br /><font color="#99333">2017年</font><br />「アリスと蔵六」雛霧よなが（第1～2,4,7～9話）<br />「南鎌倉高校女子自転車部」森渚（第2,5～8,10,12話）<br />「テイルズ オブ ゼスティリア

湯切り（養成所時代にラーメン屋でのアルバイト経験あり）<br />趣味：絵を描く事、歌う事（カラオケ）、

ザ クロス」リンダ（第24話）<br />「てーきゅう 9期」ルーツ（第106話）<br />「ようこそ実力至上主義の教室へ」堀北鈴音<br />「徒然チルドレン」飯島香奈（第3～4,6,8,10～12話）<br />「プリンセス・プリンシパル」リリ（第8,11話）<br />「ブレンド・S」日向夏帆<br />「UQ HOLDER! ～魔法先生ネギま！2～」雪広みぞれ（第9～12話）<br /><font

服が好きで暇さえあれば通販サイトを見ている<br />好物：ラーメン（特にスガキヤラーメン、とんこつラー
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color="#99333">2018年</font><br />「ラーメン大好き小泉さん」中村美沙<br />「グランクレスト戦記」シルーカ・メレテス<br />「Lostorage conflated WIXOSS」レイラ（第1,4～6,10～12話）<br />「ラストピリオド ～終わりなき螺旋の物語～」キカザル<br />「ウマ娘 プリティーダービー」セイウンスカイ<br />

メン）、やきそば、ネギトロ、肉寿司、寿司、生肉、炭酸ジュース（コーラなど）<br />苦手：生野菜・生フ

「六畳間の侵略者!?」藍 「アイカツフレンズ！」友希かずね（9歳）（第16話）／新海リンナ（第21,26～27,33,36,38話）<br />「はるかなレシーブ」棚原愛衣（第4～6,9～12話）<br />「七星のスバル」碓氷咲月<br />「叛逆性ミリオンアーサー」ミシェル<br />「SSSS.GRIDMAN」はっす<br />「猫企画」ムクミ<br /><font color="#99333">2019年</font><br />

ルーツ（アレルギーのため）、ホラー系、勉強（覚えること）<br />お酒が弱い<br />癖：考え事をすると斜

華真希（第8～9話）

「私に天使が舞い降りた！」姫坂乃愛<br />「ドメスティックな彼女」藤井夏生（幼少）（第4話）<br />「鬼滅の刃」竈門禰豆子<br />「ひとりぼっちの○○生活」本庄アル<br />「アイカツフレンズ！ かがやきのジュエル」新海リンナ（第68話）<br />「Hello WeGo!」ユウキ<br />「Re：ステージ！ ドリームデイズ♪」月坂紗由<br />

め上を見ちゃう、鼻を触る<br />ウサギアレルギー<br />座右の銘：人生一度きり<br />好きなマンガ：「苺

（2014年）

「ナカノヒトゲノム【実況中】」更屋敷カリン<br />「まちカドまぞく」千代田桃<br />「魔王様、リトライ！」イーグル（第10話）<br /><font color="#99333">2020年</font><br />「地縛少年 花子くん」八尋寧々<br />「虚構推理」岩永琴子<br />「虫籠のカガステル」リジー<br />「アイカツオンパレード！」新海リンナ<br />「波よ聞いてくれ」阿曽原律子

ましまろ」ギャグマンガ日和」<br />好きなアニメ：イナズマイレブン<br />好きなゲーム：NieR：

<br />「ニンジャラ エピソード0 ニンジャガム誕生」ベレッカ<br />「富豪刑事 Balance:UNLIMITED」野村穀<br />「うまよん」セイウンスカイ<br />「トニカクカワイイ」由崎司<br />「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」近江彼方<br />「安達としまむら」安達<br />「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」竈門禰豆子<br />

Automata<br />好きなアーティスト：LiSA、Mrs. GREEN APPLE<br />カラオケの十八番：LiSA「Rally Go

「戦翼のシグルドリーヴァ」アルマ・コントーロ（第6,11話）<br /><font color="#99333">2021年</font><br />「怪病医ラムネ」柏木琴<br />「EX-ARMエクスアーム」アルマ<br />「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」セイウンスカイ（第1話）<br />「魔術士オーフェンはぐれ旅 キムラック編」メッチェン・アミック<br />

Round」<br />得意料理：オムライス<br />二重フェチ、タレ目フェチ<br />生誕時間：21時18分<br /><br

「俺だけ入れる隠しダンジョン」ルナ<br />「Fairy蘭丸～あなたの心お助けします～」英子（第1話）<br />「新幹線変形ロボ シンカリオンZ」碓氷アブト<br />「シャドーハウス」ケイト<br />「バトルアスリーテス大運動会 ReSTART!」リディア・ガートランド<br />「オッドタクシー」三矢ユキ（第11話）<br />「出会って5秒でバトル」ヤン<br />

/>家族：父＋母（歯科助手）＋妹<br /><br />交友：和氣あず未、春野杏、岩橋由佳、大地葉、稲瀬葵、藤原

「月が導く異世界道中」深澄澪<br />「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 2nd SEASON -覚醒前夜-」黒羽根（宮尾時雨）<br />他

https://kitoakari.com/

https://twitter.com/kitoakari_1016

https://www.instagram.com/akarikito1016/

http://www.pro-fit.co.jp/talent_kito.html

夏海、高柳知葉、堀江瞬、津田拓也
→エジプ
ト・カイロ

6883

ファイルーズ

あい ファイルーズアイ

Fairouz

Ai

女

1993

7

6

O

プロ・フィット

東京都

（小学校5
年の2学期
～小学校卒
業）→帰国

旧芸名：門田ファイルーズあい<br /><br />専門学校（グラフィックデザイン科）<br />→歯科助手（1年間）
<br /><br />プロ・フィット声優養成所卒<br />→プロ・フィット預かり（2919/1～）→準所属（2020/1

<font color="#99333">2018年</font><br />「ハツラツ君」ハツラツ君<br /><font color="#99333">2019年</font><br />「ダンベル何キロ持てる？」紗倉ひびき<br />「ゼノンザード THE ANIMATION 」南野るり<br />「神田川JET GIRLS」エミリー・オレンジ<br /><font color="#99333">2020年</font><br />「推しが武道館いってくれたら死ぬ」えりぴよ

～）→正所属（2021/4～）<br /><br />愛称：ファイちゃん<br />身長159cm<br />資格：ビジネススキル検

<br />「キラッとプリ☆チャン」アリス・ペペロンチーノ<br />「ミュークルドリーミー」安西ときわ<br />「モンスター娘のお医者さん」ケイ・アルテ<br />「半妖の夜叉姫」竹千代<br />「神達に拾われた男」ジェーン<br />「どうにかなる日々」小夜子<br /><font color="#99333">2021年</font><br />「トロピカル～ジュ！プリキュア」夏海まなつ（キュアサ

定3級、乗馬技能検定4級、シーランド公国の爵位<br />特技：アラビア語（エジプト方言）、絵を描くこと、

マー）<br /＞「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」こはく<br />「ミュークルドリーミー みっくす！」安西ときわ<br />「究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら」アリシア<br />「バトルアスリーテス大運動会 ReSTART!」アンナ・オールドマン<br />「映画 トロピカル～ジュ！プリキュア プチ とびこめ！コラボ♡ダンスパーティ！」夏海まなつ（キュアサ

デスボイス<br />趣味：絵を描くこと、ホラー映画鑑賞、筋トレ<br />「ジョジョの奇妙な冒険」好き（特に

マー）<br />「東京リベンジャーズ」佐野万次郎（少年）（第6話）<br />「かげきしょうじょ!!」山田清子<br />「骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中」アリアン<br />「逆転世界ノ電池少女」赤城りん<br />「映画 トロピカル～ジュ！プリキュア 雪のプリンセスと奇跡の指輪！」夏海まなつ（キュアサマー）<br /＞<font color="#99333">2022年</font><br />

空条徐倫）<br /><br />ハーフ（エジプト人の父✕日本人の母）<br />兄：門田ギハード（アイスクライミン

「ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン」空条徐倫<br />他

グ日本代表選手）<br /><br />交友：内田秀、雨宮天

https://twitter.com/fairouzzzzzz

http://www.pro-fit.co.jp/talent_fairouzai.html

