佐藤 睦

～さとう むつみ～

■年齢

： 30

■生年月日

： 1990/9/3

■出身地

： 岐阜県

■身長

： 158

■Bust

： 80

■Waist

： 61

■Hip

： 83

■靴サイズ

： 24.5

■特技/趣味

： バレーボール、油絵
短距離走

◇MEMO◇
☆山形国際ムービーフェスティバル
最優秀俳優賞（船越英一郎賞） 受賞
☆門真国際映画祭 最優秀主演女優賞 受賞
☆神戸インディペンデント映画 期待の俳優賞 受賞
【NEWS!!】
☆「スパゲティコード・ラブ」 渋谷桃子役
※上海国際映画祭 正式出品作品

☆短編「V Tuber渚」 主演・本田現子（夢乃渚）役
※山形国際ムービーフェスティバル【準グランプリ】 受賞
※知多半島映画祭【最優秀賞（グランプリ）】受賞
※門真国際映画祭【最優秀J:COM賞】【大阪府知事賞】 受賞
※ええじゃないかとよはし映画祭【とよはし未来賞（審査員特別賞）】 受賞
※関前諸島岡村島映画祭【最優秀観客賞】 受賞
※神戸インディペンデント映画祭【最優秀中編賞】 受賞

☆「パラマウントベッド」CM 娘役・ナレーション
☆「山陰合同銀行」CMシリーズ メイン
☆テレビ東京「駐在刑事SP2021」 レポーター役
【ＴＶ/ドラマ】
2021 テレビ東京「駐在刑事SP2021」 監督：小林義則 レポーター役
2020 MBS「そのご縁、お届けします」#3 監督：片桐健滋
2020 NTV「バベル九朔」#2 監督：筧昌也 渡邊恵梨香役
2020 WOWOW「オペレーションZ」#1 監督：村上正典 記者役
2018 NHK連続テレビ小説「半分、青い」12週 監督：田中健二 マル役
2017 WOWOW「プラージュ」# 4 監督：吉田康弘 秋元万里香役
2017 福島中央テレビ「絶景探偵。」♯15 監督：島田毅 北川彩音役
201７ NHK「総合診療医 ドクターG」診療ドラマ メイン・戸坂翠役
2015 ＣＸ「無痛～診える眼」#3 監督：木下高男 被害者役
2015 TBS「特捜 まさかのオーメン」 工作員・リサ役
2015 TBS「天皇の料理番」#1 監督：平川雄一郎 高浜俊子の従姉妹役
2014 NHK「タイムスクープハンター６」#10 監督：中尾浩之 お万役
2013 スカパー！「アルカナ ～分身３D」 監督：山口義高 白木役
2010 TBS「明日もまた生きていこう」 監督：渋谷未来 バレー部員役
2009 NTV「にぃにのことを忘れないで」 監督：猪股隆一 看護師役
【映画】
2021 「スパゲティコード・ラブ」 監督：丸山健志 渋谷桃子役
2020 「されど吉祥とする」 監督：菱沼康介 西鳩璃理子役
2020 「影裏」監督：大友啓史
2019 「V Tuber渚」 監督：GAZEBO 主演・本田現子（夢乃渚）役
2019 「たまつきの夢」 監督：田口敬太 春代役
2018 「１人のダンス」 監督：安楽涼 ケイ役
2018 「モダン・ラブ」監督：福島拓哉 高山役
2018 「ただ・いま」監督：辻秋之 萌役
2016 「敏感に喜ぶ 」監督：進藤丈広 佐倉栞里役
2015 「ＡＳＯ」 監督：岩永洋 ヒロイン・ツイメ役
2014 「横たわる彼女」 監督：戸田彬弘 土村サクラ役
2013 「生贄のジレンマ」 監督：金子修介 瀬戸川さくら役
2013 日活「アルカナ」 監督：山口義高 白木役
2012 「くちばっか」 監督：今泉力哉 主演・中村翠役
【ラジオドラマ】
2020 TBSラジオAudioMovie「令和版・夜のミステリー season1」#3 監督：三宅隆太 羽鳥まみ役
【DVD】
2015～ 「怨霊映像20～」 レギュラー・メインレポーター
2015 「ガール･ハンティング DEATHZONE」 監督：遊山直奇 主演・有須美幸役
2012 「２ちゃんねるの呪い８～怪人アンサー」 監督：遊山直奇 鳥山和子役
2012 「学校裏サイト ホラー・ゲーム」 監督：遊山直奇 霞見果歩役
【雑誌･新聞】
2018 「岐阜新聞」 （岐阜新聞社） 2018/9/27掲載 「半分、青い」特集SP
2016 フリーペーパー「ＣｉｎＥｍｏｔｉｏｎ」取材 2016/4/21掲載
2014 「岐阜新聞」 （岐阜新聞社）取材 2014/4/23掲載
2012 「an・an」 （マガジンハウス）取材 2012/7/21掲載

【舞台】
2021 配信ひとり芝居「わたし、の、せかい。」 演出：中堂大嘉
2019 「接点Vol.1」 演出：戸田彬弘 二人芝居・伊藤樹役
2018 「川辺月子のために」 演出：戸田彬弘 主演・川辺月子役
2017 「才能だとか、何とか」 （黒虹サンゴ）演出:工藤大嘉 主演・工藤里奈役
2017 「魔笛は三度鳴る」 （オールアクトカンパニー）演出:石山雄大 主演・桃の太郎役
2017 「THE VOICE」 （チーズTheater）演出:戸田彬弘
2016 「15minutesMade～彼女が旅に出た理由」 （劇団競泳水着）演出:上野友之 由希子役
2016 「デザートパーティ」 （劇団PATHOS PACK）演出：シライケイタ 但馬桃香役
2016 「Let's play a GAME」 演出:高瀬友規奈 かなこ役
2016 「美しいひと」 （チーズTheater）演出:戸田彬弘 今井綾香役
2016 「ペーパームーン」 （together agein）演出:宇都宮裕三 ヒロイン・アディ役
2015 「モーリタニアの空」 （劇団PATHOS PACK）演出:今奈良孝行 作･宇梶剛士 但馬桃香役
2012 「オアシスの旅人たち」 （ぱるエンタープライズ）演出：板垣拓也 栂野淳子役
2012 「林檎ト大地ノ黙示録」 （リジッター企画）演出：中島庸介 ヒロイン・北野カノ代役
2011 「女の平和」 （ネルケプランニング）演出：江本純子 ６番役
【ＣＭ・広告】
2021 「パラマウントベッド」CM 娘役・ナレーション
2020 「Paravi/社長！そのコピーで本当にイイんですか！篇」 社長を止める女性社員役
2020 「野村不動産PROUD/僕は、父が苦手だった」Webムービー 監督：中嶋駿介 同僚役
2020 「P&G/レノアハピネス」CM 女性研究員役
2019～ 「山陰合同銀行」CMシリーズ 佐野史郎さんとWメイン
2019 「積水ハウス/住まいの参観日」CM 若い妻役
2018 「NTTドコモ/新料金プラン」Webムービー メイン
2017～ 「アイネス/いつも、物語の近くで」Web 監督：福島拓哉 メイン・ミカ役
2017～ 「岩手県二戸市ふるさと応援/茶色い弁当篇」Ｗｅｂ 女友達役
2016～ 「安田屋」ＣＭ・ポスター含むオールスチール 監督：箱守惠輔 メインキャラクター
2015～ 「中外製薬/腎臓からの手紙」交通広告・Webムービー 監督・節田朋一郎 看護師役
2014 「Yahoo Health Data Lab」Webムービー 監督・節田朋一郎 女子高生役
2011 「ソニー損保/愛を乗せている・時代が変わっても篇」オール媒体 初々しい彼女役
2011 「観光庁/VISIT JAPAN2011」スチールオール 女子大生役
2011 「ｅ－イヤホン/ＦｉｎａｌＡｕｄｉｏＤｅｉｇｎ」スチール広告 メイン
【ラジオ】
2011・2012・2017 かわさきFM「岡村洋一のシネマストリート」 ゲスト
【MV】
2020 「feedwit/トキワハゼ」 メイン
2020 「kazki/かくれんぼ」 メイン
2019 「Chanty/淡々と」 メイン
2017 「book of story/栞のムコウ」 メイン
2017 「中原くん/君カノ」 メイン・浮気相手役
2014 「ゴールデンボンバー/101回目の呪い」 同僚ＯＬ役

オフィス・ルード （http://www.officerude.com）

