松 澤

仁晶

（まつざわ

ひろあき）

■ 本 名

石澤 仁晶

■ 生年月日

昭和 39 年（1964 年）7 月 23 日

■ 出身地

東京都

■ サイズ

身長： 177cm

体重：66Kg

B：98cm

Ｗ：82cm

Ｈ：92cm

頭：56cm

首：40cm

裄丈：75ｃｍ

■ 免 許

股下：84cm 靴 26.5cm

スーツ：Y7 ・ A6

普通自動車免許

パスポート有

【 芸 歴 】
「遊びの時間は終わらない」 萩庭貞明監督 （黒部役）
「エコエコアザラク」
鈴木浩介監督 （レポーター役）
「TOKYO 10+1」
ヒグチンスキー監督 （プリンス役）
「もうひとりいる」
柴田一成監督 （武藤広芳役）
「Hard Luck Hero」 SABU 監督 （車を盗まれる男役）
「運命じゃない人」
内田けんじ監督 （ﾚｽﾄﾗﾝ店員役）
「花田少年史」
水田伸生監督 （ソムリエ役）
「山桜」
篠原哲雄監督 （治平役）
「劇場版クロサギ」 石井康晴監督 （入国審査官役）
「僕の彼女はｻｲﾎﾞｰｸﾞ」 ｶｧｸ・ｼﾞｪﾖﾝ監督 （支配人役）
「完全なる飼育～メイド for you」 深作健太監督 （田所学役）
「リアル鬼ごっこ２」
柴田一成監督 （父親役）
「ハナミズキ」
土井裕泰監督（面接官役）
「踊る大捜査線 Movie3」 本広克行監督（知能犯係長・蜂須賀役） 「あしたのジョー」
曽利文彦監督（計量係役）
「僕らがいた 前編」
三木孝浩監督（面接官役）
「指輪をはめたい」
岩田ユキ監督（運転手役）
「シン・ゴジラ」
樋口真嗣監督（財務大臣・鵜飼真一朗役） 「22 年目の告白」
入江 悠監督（抗議団体役）

＜映 画＞

＜テレビ＞
NHK

日本テレビ

TBS
フジテレビ

大河ドラマ「平清盛」No4,7,10,12,18,19 （院の近臣役）
朝ドラ「梅ちゃん先生」No49,50 木村隆文監督（面接官役）
ドラマ 10「はつ恋」No5,7（ソムリエ役）
朝ドラ「あまちゃん」No81 吉田照幸監督（刑事役）
ヒロシマ 復興を夢見た男たち 一色隆司監督（檜垣役）
「ある日、アヒルバス」 No7 ・ 8 （役員役）
ShinD 「死体生活」
（斑目譲二役）レギュラー
「ナースマン」 （大部屋患者役） レギュラー
「ダーティ･ママ」No4
南雲聖一監督（捜査一課刑事役）
月曜ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ「かくれんぼう」長崎俊一監督 （事務員役） 「警視庁南平班～7 人の刑事」 中前勇児監督 （滝沢役）
「ハンチョウ５」No8
吉田秋生監督（大石 治役）
「確証 警視庁捜査３課」No4 吉田 健監督（支店長役）
「ロケットボーイ」 No1
河毛俊作監督 （責任者役）
「ホーム＆アウェイ」No1 ・ 4
澤田鎌作監督 （ナナの父

役）
「いつもふたりで」 No1
中江 功監督 （警官役）
「Ｘ‘smap 虎とﾗｲｵﾝと五人の男」 中島哲也監督 （コック役）
「医龍」 No4
水田成英監督 （入江道也役）
「BOSS」 No10,11
光野道夫監督 （小田切秀夫役）
「東京 DOGS」No6
石井祐介監督（捜査一課刑事役） 「世にも奇妙な物語'11 年秋の特別篇」鈴木雅之監督（空港職員役）
「素敵な選 TAXI SP」
筧 昌也監督 （学年主任・岸川役）
テレビ朝日
「富豪刑事デラックス」No5 長江俊和監督 （高橋邦夫役）
「相棒 season9」 No14
東 伸児監督 （乾井昭弘役）
「警部補 矢部謙三２」
藤原知之監督（難波和人役）
「ダブルス～２人の刑事」No8,9 常廣丈太監督（上野役）
「相棒 season14」 No16 池澤辰也監督（秘書役）
「不機嫌な果実」 No2
樹下直美監督 （倉田部長役）
「グ・ラ・メ！～総理の料理番」 No4 小松隆志監督（秘書役）「家政夫のミタゾノ ２」 No6 七高剛監督（田楠 納役）
テレビ東京
水曜ミステリー９「刑事長」 金 佑彦監督 （山中役）
BS-i
「ｹｰﾀｲ刑事銭形泪」
田沢幸治監督（赤毛同盟管財人役） 「ｹｰﾀｲ刑事銭形雷」
鈴木浩介監督 （山崎幹雄役）
BSﾌﾟﾚﾐｱﾑ
「玉音放送を作った男たち」 佐藤善木監督
「ドラえもん、母になる」
ｱﾅｻﾞｰｽﾄｰﾘｰｽﾞ「よど号ﾊｲｼﾞｬｯｸ」
BS-11
「ﾊﾞﾌﾞﾘｼｬｽﾛｰﾄﾞ アニキ俺物語」 （寺田部長役）
WOWOW
「大杉探偵事務所～砕かれた過去編」 羽住英一郎監督（弁護士役） 「本日はお日柄もよく」 佐々部 清監督（伊野田役）
東海テレビ
「真珠婦人」 No22
西本淳一監督 （刑事役）
読売テレビ
「諜報部員エリカ」 No2
植田 尚監督 （田中役）
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【 松澤仁晶

＜V シネ＞ 「疼くのど」
「脱獄 Escape」
「盃外交」
「プラチナ代紋」

出演作品

権野 元監督 （山崎浩介役） 主演
辻 裕之監督 （滝沢正和役）
片岡修二監督 （吉村弘毅役）
金澤真次監督

】

「とても優しい隣人たち」
「首領の道６」
「決裂」

成田裕介監督 （宝田誠一役）
辻 裕之監督 （有森秀治役）
片岡修二監督 （栗本昭典役）
他多数

＜舞 台＞

＜C

HARAHO SHANGRILA
2007 年 「ロマンチック」
バラライカ
1992 年 「バラライカ」
ファーストピック公演
2009 年 「バックヤード」
劇団野良犬弾第１７回公演 2019 年「からゆきさんがゆく」

M＞ テレビさいたま 「09 年リモコン編」

センチュリー２１

紀伊國屋ホール
1993 年 「バラライカ Live2」
東京芸術劇場小ホール
上野ストアハウス
パチンコ エーワン

など 33 公演
ほか客演多数

楽天生命
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