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佐藤正和 Masakazu Sato 

生年月日：1970年7月7日 
T：175 C：93 W：87 H：99 S：26.5 
 
出身地：福岡県 
特 技：福岡弁、野球 
趣 味：フォークギター、ドラム 
首周り： 41cm 頭周り： 57cm 
袖 丈： 58cm 裄 丈： 80cm 
股 下： 74cm 肩 巾： 45cm 
 
 

◆主な出演歴 
■MOVIE 

2006 

『Little DJ～小さな恋の物語』 デスペラード 永田琴 監督 

2007 

『Presents～うに煎餅～』 アットムービー 石井貴英 監督 

2008 

『キャプテン』 トルネード・フィルム 室賀厚 監督 

2010 

『SHORT HOPE〜ささやかな願い〜』 CMJ 郡司掛雅之 監督 

2013 

『HK 変態仮面』 ティ・ジョイ 福田雄一 監督 

2014 

『吠えても届かない』 Wonderhearts Planet   

                            マツムラケンゾー 監督 

『女子ーズ』 キングレコード 福田雄一 監督 

2017 

『銀魂』 ワーナーブラザーズ 福田雄一 監督 
 

■TV 
2005 

『土曜ワイド劇場 女変装捜査官２』 EX 松田秀知 監督 

『1 リットルの涙』 (医者役) CX 村上正典 監督 

2006 

『愛と裏切りのかなた』 (議員秘書役) CX  

 

 

 

■TV（続き） 
2007 

『ジョシデカ!－女子刑事－』 (被害者役)  

 TBS 平野俊一 監督 

『わたしたちの教科書』 (レギュラー 教師 鶴田役)  

 CX  河毛俊作 監督 

2008 

『氷の華』 (記者役) EX 和泉聖治 監督 

『33 分探偵』 (AD 役) CX 福田雄一 監督 

2009 

『帰ってこさせられた 33 分探偵』 (ジェイソン役)  

 CX 福田雄一 監督 

2010 

『プロゴルファー花』 (レギュラー 藤田支配人役)  

 CX 福田雄一 監督 

2011 

『水戸黄門』 (第４３部８話 伊助役) TBS 福田卓郎 監督 

『勇者ヨシヒコと魔王の城』 (レギュラー)  

 TX 福田雄一 監督 

2012 

『勇者ヨシヒコと悪霊の鍵』 (レギュラー)  TX 福田雄一 監督 

2013 

『ショムニ 2013』 (IT 部部長役)  CX 鈴木雅之 監督 

『都市伝説の女２』 (警察官役)  EX 塚本連平 監督 

『放課後グルーヴ』 (第３話 良一役)  TX 飯塚健 監督 

 

 

 



 

 

◆主な出演歴 
■TV（続き） 
2014 

『裁判長っ！おなか空きました！』 (被告人 上条雅彦役)  

 NTV 福田雄一 監督 

『私の嫌いな探偵』 (居酒屋店長役) EX 塚本連平 監督 

『警視庁機動捜査隊 216 Ⅳ～孤独の叫び』 

 （銀行員 柴田役） TBS 児玉宜久 監督 

『全盲の僕が弁護士になった理由』 （工員役） 

 TBS 鈴木浩介 監督 

『アオイホノオ』 (スーパー先輩役) TX 福田雄一 監督 

2015 

『松本清張ミステリー時代劇 第１２話・町の島帰り』  

 BS ジャパン 

2016 

『ニーチェ先生』 （第１話 怒る客役）  

 NTV/Hulu 福田雄一 監督 

『勇者ヨシヒコと導かれし七人』 (レギュラー シエクスン役他)  

 TX 福田雄一 監督 

2017 

『#セルおつ』 (第２話) ABC 朝日 片岡大樹 監督 

『帰ってきた家を売るオンナ』 NTV 猪股隆一 監督 

『スーパーサラリーマン左江内氏』 (第７話) 

 NTV 福田雄一 監督 

『愛してたって、秘密はある。』 (第５話)  

 NTV 佐久間紀佳 監督 

 

■CF 
2008 

TOYOTA 『トヨタ ドライブ王国』  

2016 

GOSEI 『宗家韓国のり』 (WEB-CM) 

 

■DVDシネマ 
2005 - 2010 

『THE3 名様』  アットムービー 福田雄一 監督 

 

■ラジオ 
~2009 年 3月 

『レインボータウン FM 大江戸探偵団』 （メインパーソナリティ） 

 

■STAGE 
2004 

『フツーの生活２ 沖縄編』  

 紀伊國屋サザンシアター 44 Produce Unit さわまさし 演出 

『東京コンバット 2004』  

 ザ・スズナリ にんじんボーン 宮本勝行 演出 

『天晴スープレックス 4』  

 アトリエフォンテーヌ ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

『サンダーバードでぶっ飛ばせ!!』  
 （パルテノン多摩小劇場フェスティバル出場作品） 

 パルテノン多摩(他) ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

2005 

『フツーの生活３ 長崎編』  

 紀伊國屋ホール 44 Produce Unit さわまさし 演出 

『ソビエト』  

中野ザ・ポケット ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

『ウルトラスープレックス』  

 東京芸術劇場小ホール 1 ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

2006 

『THE 3 名様 夏はやっぱり祭りっしょ』  

 品川プリンス ステラボール 福田雄一 演出 

『I’m Sorry』  

 大塚萬劇場 あかの他人プロデュース 西秋元喜 演出 

『トライベッカ』  

 池袋シアターグリーン ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

『大洗にも星はふるなり』  

 エコー劇場 ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

2007 

『宇宙の仕事』  

 TEATER/TOPS ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

2008 

『すかしっぺ～麗子の恋～』  

 「劇」小劇場 ふくふくや 司茂和彦 演出 

『NINPU 妊×××婦 SANJO～産場×惨状×賛笑～』  

 駅前劇場 クロカミショウネン 18 野坂実 演出 

2009 

『俺の屍を越えてゆけ』  

 Heiz 銀座 クロカミショウネン 18 野坂実 演出 

『自由を我らに』  

 ザ・スズナリ 44 Produce Unit 司茂和彦 演出 

『大洗にも星はふるなり』  

 エコー劇場 ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

『天晴スープレックス SPECIAL』  

 下北沢 小劇場 楽園 ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 



 

 

◆主な出演歴 
■STAGE（続き） 
2010 

『舞台・スマートモテリーマン講座 2010』  

 草月ホール 福田雄一 演出 

『ミニコントライブ 天晴チョップ』  

 「劇」小劇場 ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

『天晴スープレックス 5』  

 下北沢 小劇場 楽園 ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

『フツーの生活 沖縄編』  

 紀伊國屋ホール 44 PRODUCE UNIT 中島淳彦 演出 

『フツーの生活 長崎編』  

 紀伊國屋サザンシアター 44 PRODUCE UNIT 中島淳彦 演出 

2011 

『舞台・スマートモテリーマン講座 2011』  

 天王洲 銀河劇場 福田雄一 演出 

『イキザマ』 

 シアター711 (他) RISU PRODUCE 松本匠 演出 

『ミニコントライブ 天晴チョップ２』  

 「劇」小劇場 ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

『明烏 〜akegarasu〜』  

 エコー劇場 ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

2012 

『ヤミ金融 〜欲と金に狂わされた大人達〜』  

 SPACE107  RISU PRODUCE 松本匠 演出 

2013 

『舞台・スマートモテリーマン講座 2013』  

 天王洲 銀河劇場 (他) 福田雄一 演出 

『イキザマ 2』  

 SPACE107  RISU PRODUCE 松本匠 演出 

『天晴スープレックス６』  

 Geki 地下リバティ ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

2014 

『サンダーバードでぶっ飛ばせ!!』  

 テアトル BONBON ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

『タイトル未定』  

 下北沢 小劇場 B1 ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

2015 

『エイプリル』  

 吉祥寺シアター 角角ストロガのフ 角田ルミ 演出 

『明烏 〜akegarasu〜』  

 駅前劇場 ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

『天晴スープレックス７』  

 下北沢 小劇場 B1 ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

 

 

 

 

2016 

『最高のおもてなし！』  

 駅前劇場 ゴツプロ！ 山野海 演出 

『天晴パラダイス青信号～ゴールドフィンガー』  

 シアター711 ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

2017 

『キャバレーの男たち』  

 駅前劇場 ゴツプロ！ 山野海 演出 

『天晴パラダイス青信号～サンダーボール大作戦』  

 Geki 地下リバティ ブラボーカンパニー 福田雄一 演出 

 
※ブラボーカンパニー公演は 2004 年以降を掲載 


