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播田 美保
生年月日 ： 1971 年 7 月 3 日
出 身 地 ： 熊本県
サ イ ズ ： T 168 cm B 95cm W 75 cm H 104 cm S 25cm
特

技

： 日本舞踊

趣

味

： 歌舞伎観賞 ・サッカー観戦 ・ 読書 （ 推理小説 ）

資格免許 ： 普通自動車運転免許 ・ 中型自動二輪免許
最終学歴 ： 東京外語大学インド ・ パーキスタン学科卒

株式会社 グッドラックカンパニー
〒107-0052 東京都 港区 赤坂 8-12-13

TEL：03-6438-9738

アゼリア赤坂 104

FAX：03-6800-3222

E－mail goodluck-company@eagle.ocn.ne.jp
H

P

http://goodluck－company.com

＜播田美保＞

芸 歴
＜映画＞
2001 スペースクリックコム ｢多摩川少女戦争 girls are no good｣ 監督：及川 中
2001 石井輝男プロダクション 「盲獣 VS 一寸法師」 監督：石井輝男
2001 東北新社 「ラヴァーズ・キス」 監督：及川 中
2003 ギャガ・コミュニケーションズ 「S F Short Films－Slow is Beautiful 」 監督：中野裕之
2003 デューク 「FIGHT☆GIRLS」 監督：及川 中
2004 プログレッシブ ピクチャーズ 「タナカヒロシのすべて」 監督：田中 誠
2004 アルゴ・ピクチャーズ 「うめく排水管」 監督：及川 中
2004 ウィルコ 「亀は意外と早く泳ぐ」 監督：三木 聡
2004 竹書房 「東京伝説 蠢く街の狂気」 監督：及川 中
2005 角川映画 「妖怪大戦争」 監督：三池崇史
2005 松竹 「楳図かずおの恐怖劇場 プレゼント」 監督：山口雄大
2005 フルメディア 「心中エレジー」 監督：亀井 亨
2005 ジェイストーム 「ホールドアップダウン」 監督：SABU
2005 フルメディア 「戦～IKUSA」 監督：本田隆一
2006 アップリンク 「ブラックキス」 監督：手塚 眞
2006 GAGA ｢初恋｣ 監督：塙 幸成
2006 ニュー・メディア・ジェネレーション 「全身と小指」 監督：堀江 慶
2007 角川映画 「IMPRINT」 監督：三池崇史
2007 東芝エンタテインメント 「蟲師－むしし－」 監督：大友克洋
2007 アスミック・エース 「クワイエットルームにようこそ」 監督：松尾スズキ
2008 ムービーアイ エンタテインメント 「悪夢探偵 2」 監督：塚本晋也
2008 日本スカイウェイ 「口裂け女 0 ～ビギニング～ [劇場版] 」 監督：児玉和土
2008 ファントムフィルム 「ひぐらしのなく頃に 誓」 監督：及川 中
2010 吉本興業・日本テレビ放送網 「明日やること ゴミ出し 愛想笑い 恋愛。」 監督：上利竜太
2010 吉本興業・TBS テレビ 「無知との遭遇 CLOSE ENCOUNTERS OF THE STUPID」 監督：合田雅史
2010 トリウッドスタジオプロジェクト 「バカがウラヤマシイ」 監督：鋤崎智哉
2010 日活 「DEAD BALL」 監督：山口雄大
2012 ティー・オー・エンタテインメント 「アブダクティ」 監督：山口雄大
2012 キングレコード、アステア 「怪談 新耳袋 異形」 監督：井口昇
2012 ゴーイング 「暴走」 監督：東條政利
2013 ジェイ・ストーム 「俺俺」 脚本・監督：三木 聡
2013 ワーナー・ブラザース映画 「R100」 監督：松本人志
2013 製作委員会 「魔女の宅急便」 監督：清水 崇
2014 東宝 「アイアム ア ヒーロー」
監督：佐藤信介
2015 東映 「珍遊記」
監督：山口雄大
2015 アメリカ 「沈黙 SILENCE」
監督：マーティン・スコセッシ
2016 松竹 「こどもつかい」
監督：清水 崇
他
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＜播田美保＞
＜テレビ＞
2004 TX 「怪奇大家族 怪奇！呪いのゴスロリ」 監督：豊島圭介
2005 TX 「いちばん暗いのは夜明け前」 レギュラー
監督：及川 中
2006 TVK 他 「超・怖い話」
監督：亀井 亨
2008 KTV 「未来世紀シェイクスピア」 レギュラー
監督：二階 健 ・ 西川誠也他
2009 NHK デジタルラジオドラマ 「キスから始まるストーリー」
2009 NHK ドラマ８ 「ゴーストフレンズ」
2009 TX ドラマ 24 「怨み屋本舗 REBOOT」
2010 WOWOW ミッドナイト☆ドラマ 「SOIL」 レギュラー
監督：山口雄大 ・ 清水 崇
2010 CS フジ ミッドナイト・ホラー・シアター 「悪魔からの手紙」 脚本・監督：三原光尋
2011 MBS 「Quartet カルテット」
2011 CX スペシャルドラマ 「カクセイ ～恐怖に目覚める６つのストーリー～」
2011 NHK 大河ドラマ 「平清盛」
2012 NHK 「大河ドラマ大作戦」
2013 NHK BS プレミアム 「POWER GAME ～パワーゲーム～」
2013 TBS ドラマ NEO 「変身インタビュアーの憂欝」 レギュラー
2014 TBS 日曜劇場 「Ｓ ー最後の警官―」
2014 TX ドラマ 24 「怪奇恋愛作戦」 脚本・演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ
2015 CX 金曜プレミアム スペシャルドラマ 「私という名の変奏曲」
2015 EX AKB ホラーナイト 「アドレナリンの夜」
2017 TBS 金曜ドラマ 「ハロー張りネズミ」
他
＜C F＞
2009 NEXON オンラインゲーム 「TALES WEAVER 3 」
2014 「セガサミーカップ」 PR ムービー
＜DVD＞
2005 ポニーキャニオン 「幽霊より怖い話 Vol.1～女優ストーカー」 監督：坂牧良太
2006 フルメディア 「Smile」 監督：元木隆史
2009 ZEN ピクチャーズ 「怪奇都市伝説 口裂け女２」 監督：上倉栄治
2010 ジョリー・ロジャー 「実録！リアル恐怖 DX2」 監督：寺内康太郎
2011 アムモ 98 「カシマさんの呪い ー封印された都市伝説―」 監督：関 顕嗣
＜ネットシネマ＞
2004 「渋谷怪談－サッちゃんの都市伝説」
2005 「マギーs’犬 Jr」 監督：梶 研吾
2009
BeeTV 「伝染るんです。」
＜PV＞
2016 乃木坂 46 伊藤純菜
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＜播田美保＞
＜舞 台＞
1997 劇団 3○○公演 ｢ガーデン｣ 作・演出 渡辺えり子 ( 紀伊国屋サザンシアター )
1998 プラチナペーパーズ＋ネルケプランニング
「水の味」 演出 堤 泰之 ( 紀伊国屋サザンシアター )
2002 i O J！(オッホ) 「乱されたい」 作・演出 黒川麻衣 ( 新宿 THEATER TOPS )
2003 リボルブ方式 「さなぎ Stccaot ～ つまり蛹を巡るスタッカートな短編集」
作・演出 吉増裕士 ( 下北沢駅前劇場 ) 他
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