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楠  
くすのき

 世蓮
せ れ ん

 

 ＜出 身 地＞ 大分県 

 ＜生年月日＞ 1991年 10月 12日 

   

 ＜ サイズ ＞ 身長 161cm 

  BWH 78 / 59 /81.5  

  靴 24cm  

 ＜ 特 技 ＞ ミシン、ヘアアレンジ 

 ＜ 趣 味 ＞ 世界各地旅行、演劇鑑賞、メイク、スキン

ケア 

 ＜ 資 格 ＞ 自動車普通免許、美容師免許 

   

 

 

最新出演情報 

 

★舞台 

・GORIZO STAGE Vol.6 

『ハザマ DD〜ハザマ the Dimensional Detective〜』 

     2023 年 2 月 15 日(水)～23 日(木祝)＠浅草九劇 

 

★ファッションショーモデル 

・『ＢABY,ＴHE ＳTARS ＳHINE ＢRIGHT  

 2023 S/S BRAND NEW FASHION SHOW』 

2/5 (日) @SHIBUYA Hikarie 
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楠 世蓮 主な芸歴 

＜舞台＞ 

2022 

・『And so this is Xmas』 ＠シアター・アルファ東京 

・『憧れのサンパチマイク』 ＠シアターサンモール 

・『二人芝居 キープアウトな二人』 （中目黒トライ） 

・『アサルトリリィ×私立ルドビコ女学院 LIVE SHOW』  

泉・ローザ・莉奈 役（銀座博品館劇場） 

・『レイザーマーガレット〜エピソード０〜』北斗みなみ役 

(シアターグリーン BIG TREE THEATER) 

・『abc♢赤坂ビーンズクラブ』 （赤坂 RED/THEATER） 

・『白い星』野村麻衣役（ザ・ポケット） 

 

2021 

・アサルト リリィ×私立ルドビコ女学院「シュベスターの祈り」  

 泉・ローザ・莉奈 役(シアターグリーン BIG TREE THEATER) 

・進戯団 夢命クラシックス#24『EMPEROR WARS』 

・秦組『方舟』主演 シード・グリン 役(日暮里 d-倉庫)  

 

2020 

・ENG『ほんとうにかくの？』ヒロイン 

            (シアターグリーン BIG TREE THEATER) 

・Crea SKETCH 第 0 回 無観客生配信公演『想廻 SKETCH』 

・『淡海乃海』(新宿村 LIVE) 

・『青月の影、忘るる雷雲の中に』ヒロイン 

                      (新宿コフレリオシアター) 

・劇団皇帝ケチャップ『春に思い出す夏の君はもう遠く』 

                          （シアターKASSAI） 

2019 

・『コップの中の嵐』ヒロイン（シアターブラッツ）  

・夢命クラシックス『lullaby』ヒロイン（シアターサンモール）  

・ENG『ラストスマイル』 

(シアターグリーン BIG TREE THEATER)  

・『まわれ！無敵のマーダーケース』（ザ・ポケット）  

・ENG『Second you sleep』ヒロイン（日暮里 d-倉庫）  

・ナナシノ『二酸化炭素』主演（中野ウエストエンドスタジオ）  

・『雪のバッキャロー～富岡製糸工場 後編～』主演 

(シアターグリーン BIG TREE THEATER) 

2018 

・『山のバッキャロー～富岡製糸場 前編～』 

(シアターグリーン Box in Box THEATER） 

・ENG『山茶花』（シアターグリーン BIG TREE THEATER）  

・『ROSE GUNS DAYS～Season3 ～』ヒロイン 

(シアターサンモール)   

・人狼 TLPT S『未来への十字架』(新宿村 LIVE)  

・『あの子の宿題』ヒロイン(犀の穴)  

 

2017 

・『蛇の亜種』 ヒロイン(下北沢 Geki 地下 Liberty)  

・劇団時間制作『手を握る事すらできない』 主演(萬劇場)  

・『百年の虎独 2017』(Geki 地下 Liberty)  

・舞台版『ハコオンナ』ヒロイン(築地本願寺ブディストホール)  

・『私をしらないで』ヒロイン(ザムザ阿佐谷)  

・劇団時間制作第十三回公演 

『うるさくて、うるさくて、耳を塞いでもやはりうるさくて』 

(劇場 MOMO)   

・ぐりむの法則『嘘つき歌姫』ヒロイン(シアターサンモール)   

・MAIA STARSHIP プロデュース 

『月喰マスカレイド prism waltz』 

(ベースメントモンスター王子)  

2016 

・のぶニャがの野望番外公演 

『ねこ軍議～飼い猫はどいつニャ?～』(R'sアートコート) 

・『WORLD ～beyond the destiny～』ヒロイン  

(全労済ホール スペース・ゼロ) 

・のぶニャがの野望番外公演 

『ねこ軍議～飼い猫はどいつニャ?～』(笹塚ファクトリー)  

 

2015 

・第 11 回劇団 Toy Late Lie 本公演 

『思春～遥かなるオヤジーデ～』ヒロイン(新宿村 LIVE)  

・人猫『このニャかに人猫（じんびょう）がいるニャ』～『のぶニ

ャがの野望』トライアル公演～(俳優座劇場)  

・『逆転裁判２～さらば、逆転～』狩魔冥役 (俳優座劇場)  

・劇団 TEAM-ODAC第 19 回本公演 『僕らの深夜高速』 

(草月ホール)  

・ASSH19 回公演「轟然～GO-ZEN～」ヒロイン 

(シアターサンモール)  

・GENKI Produce vol.12「お祭り GENKI どうも笹塚」 

(笹塚ファクトリー)   

・アリスインプロジェクト 

『アリスインデッドリースクール ビヨンド』(シアターKASSAI)  

・LIVEDOGプロデュース『ユメオイビトの航海日誌』ヒロイン

(シアターサンモール)  

2014  

・GENKI Produce vol.10『図書館ニ居マス』主演  

(笹塚ファクトリー)   

・怪傑パンダース第７回本公演 『透明少女』主演 

(新宿村 LIVE.)  

・劇団ハーベスト第 5 回公演『反重力ガール -starting 

over!!-』  

 

2013 

・保木本真也プロデュース『ティーチャー』 

(シアターグリーン BIG TREE THEATER)  

・劇団ハーベスト第 3 回公演『位置について!~girls start up~』 
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＜テレビ＞ 

2016 

・NHK E テレ「俳句さく咲く！」 

（2016 年 4 月〜2017 年 4 月までレギュラー） 

2014 

・TVK『実在性ミリオンアーサー』主演剣術のアーサー役 

（2014 年 4 月〜2015 年 3 月〜） 

・テレビ朝日『ガールズトーク薔薇組』 

センター白薔薇の聖矢役 

・テレビ朝日『ガールズトーク ～十人のシスター達～』 

 

＜ラジオ＞ 

・ゲスト出演多数 

 

＜PV＞ 

・Halo+「Blue Shower」(Villedge Again Regords)  

＜モデル＞ 

・cutie 元専属 表紙 

・LARME 

・LARME ふりそでMODE 

・RoseMarie seoir (syrup) イメージモデル 

・Gothic and Lolita Bible 紙面、広告 

・Zipper 

・BABY,THE STARS SHINE BRIGHT 雑誌広告モデル、

国内海外ファッションショー出演、オンラインモ

デル、店頭ポスターモデル 

・KERA 

・ViVi 

・ドールメイクレッスン 

・オルチャンメイク本表紙 

・青木美沙子ロリータファッション Book 

・Grimoire タイツタイアップ出演 

・モンスターハンタームック本 

・スチームパンク当方研究所 

・宝島社 SNOOPY MOOK 本 

・宝島社二眼レフカメラ MOOK 本 
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