
松原 正隆 Masataka Matsubara

㈱アルファセレクション 担当：美斉津 090-8870-7795

am@a-selection-pro.jp   TEL：03-3698-7486 FAX：03-5243-751

〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山942号

1968年7月12日／福岡県北九州市出身

2022年4/11よりOAスタート！
NHK朝ドラ【ちむどんどん】

まもるちゃん役
レギュラー出演

特技：北九州弁/ギター ボクシング
（映画“海賊と呼ばれた男”山崎貴監督）にて
方言指導実績あり）



松原 正隆 Masataka Matsubara

身長：178cm 体重：68kg
B：102cmW：79cm H：90cm S：26.5cm

公開中！実話をもとにした保険と家族のストーリー
「二十歳の祝い」/日本生命オリジナル ショートムービー

https://youtu.be/UwQFfpX2yxg
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【配信中！】＜ハライチのYAMi＞【バンドマンライブMC大喜利】 スタジオ大爆笑！／松原正隆：バンドマン役

2022年4月～NHK朝ドラ【ちむどんどん】まもるちゃん役にてレギュラー出演／SNSにて視聴者から話題に！







主演映画「ケンジ、走れ！」
飯島健治役

監督：川野弘毅

撮影/道川昭如／録音/田中秀樹
編集/日下部元孝
脚本/角田ルミ

公式サイト
https://info72777.wixsite.com/kenji-hashire
予告編
https://youtu.be/JDY0E3HdLwo

本編（７分）
https://vimeo.com/352851819/1d5a83ce5b

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

短編映画「やられ屋」
主演：やられ屋
監督：祝 大輔

＊NHKミニミニ映像大賞にて
２次審査を通過、
900作品中の43本に選出

本編（２分）
https://vimeo.com/525323911/acb58a7dae

映画「ドクターデスの遺産」
（深川栄洋監督）

【馬籠健一役（ガンで死にゆく父】

https://info72777.wixsite.com/kenji-hashire
https://youtu.be/JDY0E3HdLwo
https://vimeo.com/352851819/1d5a83ce5b
https://vimeo.com/525323911/acb58a7dae


松原正隆 主な出演作品

■ 映 画

｢K-20怪人20面相」監督：佐藤嗣麻子
「清須会議」勝家派家臣役／監督：三谷幸喜
「Father～手を伸ばせば～」高橋正広役／監督：月野木隆
「リベンジポルノ」村田康之役／監督：羽生研司
「殺し屋ノエル」金光役／監督：小淵アキラ
「先輩、キスしていいですか」監督：萩原将司
「KOKORO」カップル男役／監督：ヴァンヤ・ダルカンタラ
「海賊とよばれた男」北九州弁方言指導＆下関商会の男役／監督：山崎貴
「ケンジ、走れ！」主演・ケンジ役／監督：川野弘毅
「ドクター・デスの遺産」馬籠健一役／監督：深川栄洋 2020年11月13日公開

ほか，ピンク映画出演多数！

■ テ レ ビ

NHK
「真田丸」豊臣家家臣役
「新選組！」長州浪士役
「マチベン」
「風林火山」望月新六役
「柳生十兵衛七番勝負」2話 駿府浪人役
「クライマーズ・ハイ」整理部次長役／演出：清水一彦、井上剛
「氷壁」1、3話 山屋飯島役
「天地人」池上彦五郎役／演出：高橋陽一郎
「龍馬伝」住谷寅之助役／演出：大友啓史
「新選組血風録」阿部十郎役／演出：清水一彦
「八重の桜」長州兵役／演出：加藤拓
「あまちゃん」桂プロデューサー役／演出：吉田照幸
「タイムスクープハンター2014SP」萩野役
「軍師官兵衛」佐久間盛政役／演出：尾崎裕和
「風の峠」横目付役／演出：黛りんたろう
「64」鬼頭刑事役／演出：井上剛
「花燃ゆ」中川右衛門役／演出：渡邊良雄、橋爪紳一郎
「美女と男子」警備員役／演出：松浦善之助
「Miss!?ジコチョー」第9回 事故調査委員メンバー／演出：福井充広
「エール」第90回 闇市の店主役／演出：吉田照幸

【ちむどんどん】まもるちゃん役レギュラー／演出；

日本テレビ
「ハケンの品格」山下正隆役レギュラー
「セクシーボイスアンドロボ」病院職員役／演出：佐藤東弥
「働くゴン！」報道記者・松原正役／演出：南雲聖一
「私たちはどうかしている」7話 刑事役／監督：明石広人

TBS
「Around40」内科医役／演出：吉田健
「流星の絆」犯人に似ているバーテン役／演出：金子文紀
「水戸黄門」40部平泉編 岡部の配下・川田役／演出：井上泰治
「血痕3」理科教師役／演出：堀川とんこう
「専業主婦探偵 私はシャドウ」桜井役／演出：山室大輔
「空飛ぶ広報室」神崎役／演出：山室大輔
「クロコーチ」園田雅巳役／演出：岡本伸吾、山本剛義
「ホワイトラボ」謎の男役／演出：石井康晴
「警部補 杉山真太郎」刑務官役／演出：竹園元
「アルジャーノンに花束を」警官役／演出：吉田健

フジテレビ
「紅の紋章」酒場の客役／演出：杉村六郎
「白と黒」金融ブローカー吉住役／演出：奥村正彦
「非婚同盟」捜査員役／演出：皆川智之
「アタシんちの男子」刑事役／演出：松田秀知
「魔女裁判」医師役／演出：加藤裕将
「東京DOGS」怪しい男役／演出：成田岳
「不毛地帯」救急隊員役／演出：平野眞
「死ぬかと思った！」主演・飯島俊夫役／演出：日比野朗
「外科医 鳩村周五郎9」所轄刑事役
「福家警部補の挨拶」所轄刑事役／演出：佐藤祐市
「フラジャイル」医師役／演出：城宝秀則
「世にも奇妙な物語’19雨の特別編～しらず森」刑事役／演出：小林義則
「TWO WEEKS」久我議員の秘書役レギュラー／演出：本橋圭太、木内健人

テレビ朝日
「相棒5」秋川博役／演出：長谷部安春
「弁護士 茜沢翔子の人生相談承ります！」刑事役
「特命係長 只野仁」不動産屋社員役／演出：秋山純
「警官の血」刑事役／演出：鶴橋康夫
「臨場」町田医師役／演出：伊藤寿浩
「侍戦隊シンケンジャー」30話 戸塚教師役／演出：加藤弘之
「崖っぷちのエリー」編集者役／演出：塚本連平
「遺留捜査2」窪田役／演出：猪崎宜昭
「アスコーマーチ」体育教師役／演出：塚本連平
「東京駅お忘れ物預り所5」早紀の父親役／演出：吉田啓一郎
「ダブルス」1話 中川弘役／演出：塚本連平
「人類学者 岬久美子の殺人鑑定3」街金役／演出：藤岡浩二郎
「TEAM-警視庁特別犯罪捜査本部-」麻生刑事役／演出：新村良二
「にじいろカルテ」8話 男役／深川栄洋
「緊急取調室4th SEASON」１，２、８話/公安刑事横山役／演出：常廣丈太

テレビ東京
「嘘の証明」警官役／演出：鈴木浩介
「刑事」動物病院院長役／演出：水谷俊之
「記憶捜査～新宿東署事件ファイル」SP 刑事役／監督：塚本連平
『ウルトラマンＺ』23話 ヨウコの父役／監督：坂本浩一

WOWOW
「沈まぬ太陽」5話 小林役／演出：水谷俊之

関西テレビ
『死亡フラグが立ちました！』6話 定食屋おじさん役／演出：

BS-I
「佐藤四姉妹」5話 中年男役

BeeTV
「Lovin’you」スタジオカメラマン役／演出：加藤裕将

nottv
「女王様のおもてなし」4話 西本タカシ役／演出：萩原将司

HULU
「フジコ」2、3話 下田泰史役／演出：村上正典、岩田和行



アサヒ本生（2008）
コンタック（2007-2009）／くしゃみをする武士役
大阪ガス（2011）
サダマツ ブライダルジュエリーCM（2016）
総務省2019
マクドナルド月見バーガー（2019）
宝酒造会社 宝焼酎 （2020）
NIKE2020 CM
「動かしつづける。自分を。未来を。 The Future Isn’t Waiting.」 コーチ役

■ C M

■ M V

■ 舞 台

劇団tsumazuki no ishi （主宰・寺十吾）在籍
1996年「子供のポルノ」より全作品に参加

「普通のひとでいるために」
「新説 新選組」
「天使」
「卑弥呼」
「やめられない人々」
「恋愛格差」演出：寺十吾
「ぎょもんが4」
「子供のポルノ」
「風の玉三郎」
「タートル・ヘッズ」
「ジェフリー」
「チャンピオン」
「パラダイスに行こう」
「ヘブンズ・ゲイト」
「SNOWISH」
「つきぬける青空」
「ハレルヤ」
「クスリ」
「BLOOD」
「鼻眼鏡ポータブル」
「サマンサ ＶＯＬ3」
「ガソリンホットコーラ」
「ゴゴティ-・ダクラーレン駄句られの衆、3時の一服」
「ホーム」
「寝覚町の旦那のオモチャ」
「無頼キッチン」
「百人芝居真夜中の弥次さん喜多さん」
「サイゴ」
「無防備なスキン」
「犬目線/握りしめて」
「SHEEP FUCKER’S EXIT」
「難民X」
「トランスフォーム、ゴーフォーム」
「ハバカリザマ in 寝覚子SA 2010夏」
「ガソリンホットコーラ」台湾、マカオ公演
「HEAVEN ELEVEN OF THE DEAD」
「踊るやくざ極道協奏曲」

コブクロ「ペテルギウス」

■ ゲ ー ム

プレイステーション2「剣豪3」柳生十兵衛役
Xbox360「N3 NINETY NINE NIGHTS」バドック＆ゴブリン兵長役
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