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東京都渋谷区東3-24-8マーサ恵比寿501号

TEL：5466-2181  FAX：5466-2182

        　　ささい　　  　     　　　えいすけ                       　　ささい　　  　     　　　えいすけ                       　　ささい　　  　     　　　えいすけ                       　　ささい　　  　     　　　えいすけ               http://www.me-her.co.jp/

　　　　　　　　　　　　 生年月日生年月日生年月日生年月日 　1958年12月15日  　  　  　  　出身地出身地出身地出身地 　　　　石川県　  　  　  　  血液型血液型血液型血液型 　　　　A型

各ｻｲｽﾞ各ｻｲｽﾞ各ｻｲｽﾞ各ｻｲｽﾞ 略歴略歴略歴略歴
身長 173cm 日本大学藝術学部演劇学科卒業。

体重 63kg 1987年　花組芝居を旗揚げする。1990年に退団。

バスト 93cm 特技　日本舞踊、宗家藤間流師範・藤間勘智英の名を持つ。

ウエスト 75cm 1992年　第29回ゴールデンアロー賞演劇新人賞を受賞。

ヒップ 98.5cm 2012年10月　石川県観光特使

靴サイズ 25.5cm 2014年1月　石川県観光大使に任命

【NOW】 【NOW】 【NOW】 【NOW】 ☆NHK　　連続テレビ小説『まれ』　2015年3月30日(月)スタート≪蔵本浩一役≫☆NHK　　連続テレビ小説『まれ』　2015年3月30日(月)スタート≪蔵本浩一役≫☆NHK　　連続テレビ小説『まれ』　2015年3月30日(月)スタート≪蔵本浩一役≫☆NHK　　連続テレビ小説『まれ』　2015年3月30日(月)スタート≪蔵本浩一役≫

☆映画　　日本×タイ共同製作映画『アリエル王子の監視人』稲葉悠介監督☆映画　　日本×タイ共同製作映画『アリエル王子の監視人』稲葉悠介監督☆映画　　日本×タイ共同製作映画『アリエル王子の監視人』稲葉悠介監督☆映画　　日本×タイ共同製作映画『アリエル王子の監視人』稲葉悠介監督
　　　       　2015年2月タイで上映、2015年夏から日本をはじめアジア各国で公開予定　　　       　2015年2月タイで上映、2015年夏から日本をはじめアジア各国で公開予定　　　       　2015年2月タイで上映、2015年夏から日本をはじめアジア各国で公開予定　　　       　2015年2月タイで上映、2015年夏から日本をはじめアジア各国で公開予定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
☆ドラマ  　『ドクターズ』スペシャル　　≪諸星貴一役≫☆ドラマ  　『ドクターズ』スペシャル　　≪諸星貴一役≫☆ドラマ  　『ドクターズ』スペシャル　　≪諸星貴一役≫☆ドラマ  　『ドクターズ』スペシャル　　≪諸星貴一役≫

テレビ朝日系列　　　2015年1月初旬放送テレビ朝日系列　　　2015年1月初旬放送テレビ朝日系列　　　2015年1月初旬放送テレビ朝日系列　　　2015年1月初旬放送

☆WEB配信　　江戸川乱歩　オーディオブック　第3弾『人間椅子』　☆WEB配信　　江戸川乱歩　オーディオブック　第3弾『人間椅子』　☆WEB配信　　江戸川乱歩　オーディオブック　第3弾『人間椅子』　☆WEB配信　　江戸川乱歩　オーディオブック　第3弾『人間椅子』　

　　　 2014年9月24日(水)発売予定　　※NHKサービスセンターより配信　　　 2014年9月24日(水)発売予定　　※NHKサービスセンターより配信　　　 2014年9月24日(水)発売予定　　※NHKサービスセンターより配信　　　 2014年9月24日(水)発売予定　　※NHKサービスセンターより配信

☆NHｋラジオ　　『ラジオあさいちばん～篠井英介のシアターへの招待（コーナーレギュラー）』（NHK第1）☆NHｋラジオ　　『ラジオあさいちばん～篠井英介のシアターへの招待（コーナーレギュラー）』（NHK第1）☆NHｋラジオ　　『ラジオあさいちばん～篠井英介のシアターへの招待（コーナーレギュラー）』（NHK第1）☆NHｋラジオ　　『ラジオあさいちばん～篠井英介のシアターへの招待（コーナーレギュラー）』（NHK第1）

☆書籍　　　『いい芝居　いい役者』 三月書房　　　☆書籍　　　『いい芝居　いい役者』 三月書房　　　☆書籍　　　『いい芝居　いい役者』 三月書房　　　☆書籍　　　『いい芝居　いい役者』 三月書房　　　 全国主要書店にて販売中全国主要書店にて販売中全国主要書店にて販売中全国主要書店にて販売中

　 篠井　英介



【舞台】【舞台】【舞台】【舞台】 『きりきり舞い』（2014年/明治座　原作：諸田玲子　脚本：田村孝裕　演出：上村聡史）
柿喰う客『世迷言』（2014年/本多劇場　作・演出：中屋敷法仁）
パルコ劇場『非常の人　何ぞ非常に』～奇譚平賀源内と杉田玄白～（2013年/パルコ劇場　作・演出：マキノノゾミ）
『すうねるところ』（2012年/世田谷パブリックシアター　脚本：木皿泉　演出：内藤裕敬）
『天守物語』（2011年/新国立劇場 - 主演・富姫 脚本：泉鏡花 演出：白井晃）
『チェーホフ?!〜哀しいテーマに関する滑稽な論考〜』（2011年/東京芸術劇場 作・演出：タニノクロウ）
ミュージカル『ファントム』（2010年/赤坂ACTシアターほか 脚本：アーサー・コピット 上演台本・演出：鈴木勝秀）
パルコ・プロデュース『博覧會』（2010年/パルコ劇場 脚本：千葉雅子 演出：池田成志）
『サロメ』（2009年/東京グローブ座他 原作：オスカー・ワイルド 上演台本・演出：鈴木勝秀）
『おしゃべりなレストラン～ア・ラカルト リニューアルオープン準備中～』（2009年/青山円形劇場 脚本：高泉淳子 演出：吉澤耕一）
『サド侯爵夫人』（2008年/東京グローブ座 - 主演・ルネ 脚本：三島由紀夫 演出：鈴木勝秀）
『瞼の母』（2008年/世田谷パブリックシアター 脚本：長谷川伸 演出：渡辺えり）
『狐狸狐狸ばなし』（2007年/本多劇場 脚本：北條秀司 演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ）
青山円形劇場プロデュース『MYTH（ミス）』（2006年/青山円形劇場 脚本・演出＝鈴木勝秀）
『トーチソングトリロジー』（2006年/パルコ劇場 - 主演・アーノルド 作：ハーヴェイ･ファイアステイン 上演台本･演出：鈴木勝秀）
『トスカ』（2005年/草月ホール 原作：ヴィクトリアン・サルドウ 上演台本：笹部博司 演出：栗山民也）
パルコ・プロデュース『BENT』（2004年/パルコ劇場 作：マーティン・シャーマン 翻訳：青井陽治 演出：鈴木勝秀）

                                    『Hamlet』（2003年/世田谷バブリックシアター 作：W・シェイクスピア 翻訳：河合祥一郎 演出：ジョナサン・ケント）
『子供騙し』（2002年、2005年、2011年/本多劇場他）
『欲望という名の電車』（2001年、2003年、2007年/青山円形劇場他 - 主演・ブランチ）
3軒茶屋婦人会『ブライダル』（2013)/『紅姉妹』（2011)/『ウドンゲ』（2008）/『女中たち』（2006）/『ヴァニティーズ』（2003）

【TV】≪NHK≫【TV】≪NHK≫【TV】≪NHK≫【TV】≪NHK≫ 木曜時代劇『吉原裏同心』 (2014年) - 武七
木曜時代劇『あさきゆめみし～八百屋お七異聞』 (2013年) - 甲斐庄正親
大河ドラマ『八重の桜』 (2013年) - 三条実美
土曜ドラマスペシャル『負けて、勝つ 〜戦後を創った男・吉田茂〜』 (2012年) - 芦田均
『気骨の判決』（2009年） - 木島浅雄知事　　/　　『続・遠野物語』（2010年）
連続テレビ小説『瞳』（2008年） - ローズママ
大河ドラマ『功名が辻』（2006年）/『元禄繚乱』（1999年）/『炎立つ』（1993年）/『翔ぶが如く』（1990年）/『宮本武蔵』（1984-1985年）

≪日本テレビ≫≪日本テレビ≫≪日本テレビ≫≪日本テレビ≫ 『セーラー服と宇宙人～地球に残った最後の１１人』（2014） - 政治家・森義信
『奇跡の教室』（2014） - 講師・半田勝也
『もこみちのMIDNIGHT KITCHEN』（2014年） - 執事
『東京バンドワゴン』（2013年） - 重松雄太郎　　/　　『ダンダリン　労働基準監督官』（2013年） - 椎名孝之
『ザ・クイズショウ』（2009年） - 依田真一
『女王の教室』（2005年） - 真鍋恭志　　/　　『ホカベン』（2008年） - 財津正人

≪TBS≫≪TBS≫≪TBS≫≪TBS≫ 月曜ゴールデン『ホームドクター・神村愛②』（2013年） ‐ 倉橋洋介
『バチカンに眠る織田信長の夢』（2007年） ‐ 近衛前久
『僕たちの戦争』（2006年） - 片山分隊長　

≪フジテレビ≫≪フジテレビ≫≪フジテレビ≫≪フジテレビ≫ 『極悪がんぼ』第10話、11話（最終回） - 警視庁公安部・白崎憲二
『独身貴族』（2013年） - 弁護士・小林征嗣　
『不毛地帯』（2009 - 2010年） - 角田保
『絶対彼氏〜完全無欠の恋人ロボット〜』（2008 - 2009年） - 白鷺優貴部長
『鹿男あをによし』（2008年） - 溝口昭夫　　/　　『HERO』第11話（2001年） - 城島和生
『総理と呼ばないで』（1997年） - 私設世話人

≪テレビ朝日≫≪テレビ朝日≫≪テレビ朝日≫≪テレビ朝日≫ 『緊急取調室』（2014年） - 相馬一成
『DOCTORS2 最強の名医』（2013年） - 諸星貴一
『濃姫Ⅱ～戦国の女たち』（2013年） - 今川義元
『灰色の虹』（2012年） - 安藤忠雄　　/　　『アンタッチャブル〜事件記者・鳴海遼子〜 』第1話（2009年） - 潔成晴天

≪テレビ東京≫≪テレビ東京≫≪テレビ東京≫≪テレビ東京≫ 『たった一度の約束～時代に封印された日本人』（2014年） - 秘書ササキ　
『ヴァンパイア・ヘブン』（2013年） - 伯爵　　/　　『柳生武芸帳』（2010年） - 藪左中将祠長　

≪WOWOW≫≪WOWOW≫≪WOWOW≫≪WOWOW≫ 『蒼い瞳とニュアージュ』（2007年、WOWOW） - 寺瀬修一郎

【映画】 【映画】 【映画】 【映画】 李闘士男監督『幕末高校生』（2014年）-徳川慶喜
三谷幸喜監督『清須会議』（2013年） - 織田信長
橋本一監督『探偵はBarにいる2～ススキノ大交差点』（2013年） - フローラ
福山桜子監督『GOGO♂イケメン5』（2013年） - 彩音銀河
雑賀俊郎監督『リトル・マエストラ』（2013年） - 大野岩雄
三池崇史監督『悪の教典』（2012年） - 教頭先生 / 『逆転裁判』（2012年） - 生倉雪夫　
明石知幸監督『オボエテイル～第2話前世の記憶』（2011年）
川野浩司監督『書の道』（2009年） - 哲ちゃん
行定勲監督『クローズド・ノート』（2007年） - 瀬川先生　
鈴木清順監督『オペレッタ狸御殿』（2004年） - 弥助
井筒和幸監督『ゲロッパ!』（2003年） -　美容室のミツ・寿司屋のタツ　
原田眞人監督『突入せよ! あさま山荘事件』（2002年） - 兵頭参事官　
篠田正浩監督『写楽』（1995年）

【情報・バラエティー】 【情報・バラエティー】 【情報・バラエティー】 【情報・バラエティー】 『メレンゲの気持ち』（2014年、日本テレビ）
『ららら♪クラシック』（2014年、NHK Eテレ）
『くりぃむクイズ　ミラクル9』（2014年、テレビ朝日）
『国民総参加クイズSHOW！クイズバトル47』（2014年、NHK）
『対決レストラン』オーナー（2014年、テレビ朝日）
『今年スゴかった人全員集合テレビ2013』ゲスト（2013年、テレビ朝日）
『嵐にしやがれ』 未知との遭遇しやがれゲスト（2013年、日本テレビ）
『踊る！さんま御殿』（2013年、日本テレビ）　　/　　『知りたがり！』知りたがりすと（2013年、フジテレビ）
『さんま＆くりぃむの第13回芸能界(秘)個人情報グランプリ』（2012年、フジテレビ）

【ＣF】【ＣF】【ＣF】【ＣF】 『エステー化学』（現 エステー）/資生堂『HAKU』（ナレーション）/『クオーク』/ロッテ『シャルロッテ』（唄）/ネスレ『クレマトップ』


