
正木 佐和 Sawa Masaki

身長：160cm 体重：54kg B：86cm W：69cm H：90cm S：24.5cm

1974年4月24日（45）/大阪府出身／特技：地唄舞、関西弁

㈱アルファセレクション 担当：美斉津 090-8870-7795

〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15ウィン青山942号

TEL：03-3698-7486 FAX：03-5243-7514 am@a-selection-pro.jp www.a-selection-pro.jp   

２、2021/02/08リリース
ケツメイシ / 「ライフイズビューティフル」MV

母・百合子役 （ウスイ ヒロシ監督）

https://youtu.be/vyvY3Uwc0EA

１，HP掲載中動画
http://www.a-selection-pro.jp/actress/masaki.html

映像資料URL

映画・ドラマ・MV・CM等で主人公・ヒロインの母役多数

https://youtu.be/vyvY3Uwc0EA
http://www.a-selection-pro.jp/actress/masaki.html


ケツメイシMV ２０２１／０２／０８リリース
「ライフイズビューティフル」
2021年NHK紅白歌合戦にて謳われた曲
母・百合子役（ウスイヒロシ監督）

https://youtu.be/vyvY3Uwc0EA

https://youtu.be/vyvY3Uwc0EA


近畿大学ブランデッドムービー【フレーフレー食堂 】第3話（６分38秒位～）主人公（娘）の母

中部電力ブランデっとムービー＿2つの家族のものがたり【隆 はじめての一人暮らし篇】
主人公（息子）の母役

2022年1月14日公開

2022年２月1日公開

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j9KWqfJUsh0

https://youtu.be/BGTFZgPfKBE

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=j9KWqfJUsh0
https://youtu.be/BGTFZgPfKBE


2020年 テレ東【ウルトラマンZ 】主人公ハルキの母役

OA中CM 【ＬＩＦＵＬＬ介護 】娘役

OA中CM 【ＤＭＭH保険】主婦役





無実の罪で逮捕された厚生労働省 キャリア官僚【村木厚子】役

フジテレビ 「THE・サンデーSP ～西口彰殺人事件～」



映画｢おんなの河童～UNDER WATER LOVE～｣主演：川口明日香役
監督：いまおかしんじ／撮影：クリストファー・ドイル

アメリカ最大級｢ファンタスティック国際映画祭｣にて、“最優秀主演女優賞”受賞！

GUY PEARCE（ガイ・ピアーズ）MV『TASTE』 監督：MacKenzie Sheppard（マッケンジー・シェパード）



■テレビ№１
NHK
『柳橋慕情』演出：門脇正美・中村高志／遊女役
『ちゅらさん』 演出：榎戸崇泰／ゴーヤマンを買う観光客役
『お登勢』 演出：清水一彦／お梶役
『こころ』 演出：小松隆 ／ 従業員候補役
『焼け跡のホームランボール』 演出：田中賢二／ ふき役
『武蔵』 演出：黛りんたろう ／ 襲われる女役
『シェラザード』 演出：吉村芳之／看護婦役
『慶次郎縁側日記』 演出：渡辺一貴／ 女房役
『義経』 演出：木村隆文／杉丸の母役
『坂の上の雲』 演出：柴田岳志／遊女役
『Q・E・D～証明終了～』 演出：榎戸崇泰／ 母親役
『ゲゲゲの女房』 演出：一木正恵／弁護士役
『大岡越前』 第９回 演出：森本浩史／おせつ役
『酔いどれ小藤次』レギュラー お麻役／演出：清水一彦・西谷真一・土井祥平・藤田祐介
『そこをなんとか２』第４回 リポーター役／演出：一色隆司
『紙の月』 第２回 ルポライター役／ 演出：黛りんたろう
『キャロリング～クリスマスの奇跡～』第２話 俊介の父役／演出：塚本連平
『2030 かなたの家族』女性係員役／演出：笠浦友愛
『猫探偵の事件簿2』山本ゆかり役／演出：吉川久岳

日本テレビ
『先に生まれただけの僕』1話 柳沢の妻役／演出：水田伸生
『Memories～看護師たちの物語～』春川和子役

TBS
『銀座まんまんなか』 演出：猪原達三／おもちゃ売り場杉山店員役
『血痕２』 演出：堀川とんこう ／栗原みどり役
『西園寺リカの殺人ノート』演出：白川士／平川澄江役
『ウメ子』演出：中原俊／太田みよの母役
『ゴッドハンド輝』３話演出：塚本連平／竜太の母役
『ＪＫは雪女』 第１話演出：田中誠／小雪・咲雪の叔母（雪女）役
『温泉殺人事件シリーズ③修善寺温泉殺人事件』演出：渋谷未来/北条政子役

『緋色冴子シリーズ 赤い博物館』演出：河原瑶／陶芸の先生役

フジテレビ
『真実一路』 演出：佐藤健光／加勢大周の恋人役
『愛の迷宮』 演出：杉村六郎／香織の母役
『婚カツ！』 演出：鈴木雅之・葉山浩樹・遠藤光貴／レギュラー春見区役所・職員 池田咲子役
『明日の光をつかめ』 演出：大塚徹／孝介の母役
『鈴子の恋』演出：三木茂／54話・仲居役
『明日の光をつかめ』第３週 ゲスト 立花美佳役／演出：今井和久
『GTO』 最終話 演出：飯塚健／女医役
『１９６４への重大事件～西口彰事件』 演出：長江俊和 川野浩司／吉川美智子役
『FIRST CLASS 2』 第３話 演出：宮脇亮／定例会議出席者役
「いつかこの雨がやむ日まで」7話、最終話 剛田の妻役／演出：雫石瑞穂、金子与志一
『後妻業』2話 シスター役／演出：光野道夫
【監察医 朝顔】 新春SP 助産師役／監督：三橋利行

テレビ朝日
『忍風戦隊ハリケンジャー』演出：渡辺勝也／若奥様役
『仮面ライダー５５５』演出：長石多可男／若奥様役
『美少女戦士セーラームーン』 演出：佐藤健光／ 母親役
『スカイハイ』 演出：篠原哲雄／編集社員役
『スカイハイ２』 演出：中原俊／占い師マリー役
『弁護士・茜沢翔子の人生相談承ります！』親戚役／演出：油谷誠至
『法医学教室の事件ファイル2８』 演出：山本邦彦／野村加奈役
『コールセンターの恋人』 ３話 演出：田村直己／２５年前の村松妙子役
『臨場２』 ７話 演出：石川一郎 ／野々村咲子役
『さすらいの女弁護士 山岸晶』 演出：日比野朗／警察署受付嬢役
『崖っぷちのエリー 』最終回 演出：塚本連平／仲田役
『13歳のハローワーク』演出：塚本連平／2話・村山悦子役
『都市伝説の女』演出：塚本連平／8話・的場良子役
『ミステリなふたり』 演出：宮岡太郎／メインゲスト・砧早苗役
『越路吹雪物語』第5話 武藤良江役／演出：藤田明二
『仮面ライダージオウ』26話 看護師役／演出：諸田敏
『ドクターX 大門未知子 シーズン６』4話 記者役／演出：松田秀知

テレビ東京
『魚心あれば水心』演出：深町幸男／女学生役
『女の中の二つの顔』演出：中原俊／江戸組紐教室の主婦役
『パートタイム探偵２』演出：三池崇史／サンライズ・ダイニング社員役
『アイドル×戦士ミラクルちゅーんず♪』演出：西海謙一郎／桑田役
『CODE:M コードネームミラージュ』第22話演出：山口雄大／記者役
『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-』演出：佐々部清／まみの母役
【ウルトラマンＺ】第１１話ナツカワジュンコ役／演出：武居正能
BSテレ東
『サイレントヴォイス行動心理捜査官・楯岡絵麻season2』7話・野島祐子役／演出：根本和政

NHK 「酔いどれ小藤次」長屋レギュラー・お麻役

MBS 「JKは雪女」ゲスト・雪女役

テレビ朝日 「ミステリなふたり」メインゲスト
＜真犯人＞砧早苗役／演出：宮岡太郎



■舞台

『SHORT SHORT SHOW』 監修 大橋也寸
『LIVING SECTION』／ 演出 森田雄三
『まる虫』／作・演出太田省吾
『偽りのティールーム』／演出滝本祥生
『箱の中の４人』／作・演出 滝本祥生
『地唄舞・四人会』 銕仙会能楽研修所
角角ストロガのフ『昆虫美学』作・演出：角田ルミ 王子小劇場

■CM
エーザイ セルベール（２０２０）
LIFULL介護 「一緒に探そう編」

ブルボン プチCM（２０１９）
DMM死亡保険（（２０１９）
中外製薬（２００５）
アリコジャパン（２００６）
アサヒフード『DEAR NATURA』（２００８）
トヨトミ『空気清浄機』（２００９）
花王バブシリーズ（2013）
エーザイwebムービー（2015）
LIFULL介護「一緒に探そう編」（2019）
ブルボン「プチシリーズ」清掃員役（2019）

■スチール

ＪＴ日本たばこ産業（２００６）
スルガ銀行（２００６）
ヤーマン㈱（２００７．９～）
UR都市機構（２０11）

■ラジオ

NHK-FMシアター
『生き直す～理学療法士・砂川晴美～パート1』／看護士・大山恵子役

■MV

㈱アルファセレクション 担当：美斉津 090-8870-7795

〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山942号

TEL：03-3698-7486 FAX：03-5243-7514 am@a-selection-pro.jp   www.a-selection-pro.jp

ケツメイシ MV『ライフイズビューティフル』
Guy Pearce MV『Taste』 熟女役／監督：Mackenzie Sheppard

WOWOW
『SOIL』 レギュラー主婦・加藤役／監督：清水崇・山口雄大
『この街の命に』 富樫由香里役／演出：緒方明

Amazon
『誰かが、見ている 第7話理想の女性』鬼頭庄三の親族役／監督：三谷幸喜

WEB
『My Father』presented by Simeji」 佐伯久美役／監督：山田卓司

■テレビ№２

ブルボンCM「プチって何だ！？」篇 出演：吉田鋼太郎
第一話：重役会議／第二話：社長室

LIFULL介護「一緒に探そう編」



『ザ・ファブル 殺さない殺し屋』佐羽涼子役／監督：江口カン
『君が世界のはじまり』縁の母役／監督：ふくだももこ
『咲む』村松裕子役／監督：早瀬健太郎
『心霊喫茶「エクストラの」秘密』トモカの母役／監督：小田正鏡
『星に語りて』畑中洋子役／監督：松本動
『ハード・コア』チーママ役／監督：山下敦弘
『牛の後ろ』沼田幸子役／監督：吉尾祐紀
『ゆずりは』矢野文子役／監督：加門幾雄
『ガチャガチャ』【主演】花形星空 役／監督：松本 動
『THE TEMPLE』 骨董屋の女主人役／監督：Michael Barrett
『ガチャガチャ／GACHA GACHA』【主演】／監督：松本動
海外映画 『KOKORO』 カップル女役／監督：ヴァンヤ・ダルカンタラ
『GONINサーガ』監督：石井隆／森澤直子（慶一の母）役
『ひ・き・こ 降臨』 山口明美役／監督：吉川久岳
『通学途中』 ユキ母役／監督：川野浩司
『天使にアイム・ファイン』 美里の母役／監督：園田映人
『秋の理由』 横山役／監督：福間健二
『おんなの河童』【主演】川口明日香 役（米映画祭ベストアクトレス賞受賞）

監督：いまおかしんじ 撮影：クリストファー・ドイル （2012）
『パズル』義寛のママ役/監督： ：内藤瑛亮（2014）
『甘い鞭』女医・森下役/監督：石井隆 （2013）
『ヴァージン』【主演】前村和代 役／監督：吉田光希 （2012）
『青二才』 【主演】渡辺紗江子 役／監督：サトウトシキ（2013）
『アブダクティ』 洋子役＆朝比奈役／監督：山口雄大 （2013）
『ダークナイトコレクター 』【主演】テレンス役／監督：越坂康史（2013）
『Father 手を伸ばせば』＜メインキャスト＞前田佐知役／監督：月野木隆（2013）
『劇場版・仮面ライダーウィザード』 シイナの母役/監督：中澤祥次郎（2013）
『甘い鞭』 女医森下役 監督：石井隆 （2013）
『少年Ｈ』 遺骨を抱く女役 監督：降旗康男 （2013）
『救済』 灯の母役／監督：内藤瑛亮（2013）
『耳をかく女』 三島雅代役／監督：堀内博志（2012）
『欲 望』 監督：篠原哲雄／ 図書館司書役
『苺の破片』 監督：中原俊
『千の風になって 天国への手紙』 監督：金秀吉／山根看護婦役
『輪 廻』 監督：清水崇 ／映画スタッフ・メイク役
短編映画『トトオ』 監督：伴野智／ 主演
『長州ファイブ』 監督：五十嵐匠 ／芸者おしの役
『探偵事務所５』 監督：金子功 ／正岡役
『INJU』（フランス） 監督：バーベット・シュローダー／芸妓役
『がまの油』／監督：役所広司／お岩さん役
『ALWAYS 三丁目の夕日‘64』／監督：山崎貴／娼婦役
『雨時々晴れ』 監督：李允石／美雪役
『I am Ichihashi』 監督：ディーン・フジオカ／事故にあった子供を抱いた母役

正木 佐和 出演作品

■映画


