
冨樫  真                                         
とがし        まこと 

                           
生年月日 １９７３年６月５日                    
出  身 宮城県                              
特  技 モダンバレエ ピアノ ブリーディング（兎）  

砲丸投げ 東北弁 
趣  味 ゲーム 手拭い集め 猫探し 工作 
免  許 日本舞踊坂東流名取 

                   
身長164cm／靴 25cm／血液型ＡＢ型 

 

＜受賞歴＞  

１９９８年 高崎映画祭最優秀新人女優賞受賞 

（「犬、走る～DOG RACE～」） 

２００６年  第 6回バッカーズアワード演劇激励賞 

(「東おんなに京おんな」) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜映画＞ 

1997年 「ＣＵＲＥ」黒沢清監督 

1998年 「犬、走る～DOG RACE～」（ヒロイン・桃花役）崔洋一監督         

1999年 「御法度」大島渚監督  

2000年 「富江 replay」（木下敦子役）光石冨士朗監督 「ホームシック」（声の出演）水戸ひねき監督 

「閉じる日」（我妻名雪役）行定勲監督 

2001年 「BROTHER」北野武監督 「狗神」（石川ヒデ役）原田眞人監督  

「実録・夜桜銀次」（本郷夕里役）成田裕介監督 

2002年 「マブイの旅 」（ヒロイン・金城文海役）出馬康成監督 

2008年 「凍える鏡」（ヒロイン・矢崎由里子役）大嶋拓監督  「《a》symmetry アシンメトリー」佐藤徹也監督 

「ハイウェイ・バトル Ｒ×Ｒ」「ハイウェイ・バトルＲ×Ｒ２」（若宮果穂役）池田哲也監督 

2011年 「恋の罪」（尾沢美津子役）園子温監督    2012 年 「蝉の女 愛に溺れて」（山田明美役）森岡利行監督 

2013年 「矢田川のバッハ」（飛田絵里役）谷口未央監督 「Miss ZOMBIE」（志津子役）ＳＡＢＵ監督 

2019年 「ＷＡＬＫＩＮＧ ＭＡＮ」（佐巻真由美役）ＡＮＡＲＣＨＹ監督 

2020年 「踊ってミタ」飯塚俊光監督 「瞽女 GOZE」瀧澤正治監督 

2021年 「大コメ騒動」本木克英監督 「キャラクター」永井聡監督 「メイド・イン・ヘヴン」丹野雅仁監督 



 

＜テレビドラマ＞ 

ＮＨＫ   

1999年 「ズッコケ三人組｣７話（ミス・グリーン役）    2000年  ｢晴れ着、ここ一番｣２話  

2012年 Ｎスペ未解決事件 File.02 「オウム真理教 17年目の真実」（深山織枝役） 

大津放送局ショートドラマ ｢華の火。…それは、すべての人に見えない｣（主演・藤居葉子役） 

2019年 「サギデカ」３話       2021年  連続テレビ小説「おかえりモネ」 

ＮＴＶ  

1999年  火曜サスペンス劇場｢苦い夜」（相沢千恵役）2002年「自治会長糸井緋芽子社宅の事件簿２」（五月怜奈役） 

2003年「カードＧメン・小早川茜５『黒いデータ』」（西田佳代役） 「女子刑務所東三号棟４」（奥村安南役） 

2004年「水戸黄門 第３３部」２０話（お七役） 

2005年 山村美紗サスペンス「京舞妓殺人事件２」（菊春役） 愛の劇場「コスメの魔法２」１～５話（栗原ひとみ役） 

2014年「女タクシードライバーの事件日誌７」（美崎遥役） 「トクボウ 警視庁特殊防犯課」３話（綾野百合子役） 

ＴＢＳ 
2017年 月曜名作劇場「機動捜査隊216 episode7 悪意の果て」（今井瑠璃子役） 

2018年 ドラマ特別企画「名奉行！遠山の金四郎」（おとよ 役） 

Ｃ  Ｘ 

1997年「世にも奇妙な物語 97‘春の特別篇」 1999年「お局探偵亜木子＆みどりの旅情事件簿３」（岡崎宏子役） 

2002年 ｢黒い十人の女｣（七重役） 

2003年 山村美紗サスペンス「新・京都祇園芸妓シリーズ①『都をどり殺人事件』」(清ゑ役)  

2004年 山村美紗サスペンス「新・京都祇園芸妓シリーズ②『京都・百人一首殺人事件』」（染滝役） 

2019年「スキャンダル専門弁護士QUEEN」第５話（神田貴理子 役） 2020年「絶対零度」第2話（根岸真澄 役） 

ＡＮＢ  

2002年「科捜研の女SEASON4」５話（武田良江役）   2003年「子連れ狼２」９話（おふじ役） 

2006年 ｢相棒Season４｣１７話（原松美役）  2009年 ｢おみやさん６」１３話（宮村里香子役） 

2010年 ｢臨場・続章」６話（山辺明恵 役） 「東京駅お忘れ物預り所４」（真鍋江利子役） 

2011年 「越境捜査３」（海野智子役）     2012年 「狩矢父娘シリーズ14」（宮田弥生役） 

2018年 「科捜研の女17」10話（川村ゆず 役） 「特捜９」３話（森田亜紀子 役） 「相棒 17」８話（高野鞠子 役） 

2019年 「おかしな刑事スペシャル３」（多部茜 役） 「刑事７人 Season5」（沖野恵子 役） 

Ｔ Ｘ  

2003年 「検事 近松茂道-古都金沢～能登殺人情話‐」（大西怜子役） 

2004年 「小樽運河殺人案内②『25時 13分の首縊り』」（明美役） 

2013年 「牙狼<GARO>～闇を照らす者～」２０話（華漣役） 

2017年 「デッドストック～未知への挑戦～」３話（南雲亜紀子 役） 

2018年 「執事 西園寺の名推理」２話（山名裕美 役） 

2021年 「駐在刑事SP 2021」（安藤里美 役） 

ＭＢＳ   

2013年  春のドラマ特別企画｢母。わが子へ｣（佐保役） 

ＷＯＷＯＷ 

2014年 連続ドラマＷ「悪貨」（全５回 レギュラー・張燕燕役） 

2015年 連続ドラマＷ「５人のジュンコ」（全５回 レギュラー・江原役） 

2017年 連続ドラマＷ「楽園」（全６回 レギュラー・三和尚子役） 

     連続ドラマＷ「沈黙法廷」２話（藤原真理役） 

2018年 連続ドラマＷ「真犯人」２話 

2019年 連続ドラマＷ「坂の途中の家」（全６回 レギュラー・本田咲子 役） 

2021年 連続ドラマＷ「黒鳥の湖」（レギュラー・小森友紀恵 役） 

     連続ドラマＷ「ソロモンの偽証」（レギュラー・高木浅子 役） 

BSプレミアム  

2012年 「償い」（全３回 レギュラー・草薙加寿子役） 2013 年 「銀河鉄道の夜」前・後編（ジョバンニの母役）  

 

 



 

＜その他＞   

Paravi 2019年 「SICK‘S 覇乃抄」（7話・保母保母波留子 役） 

WOWOW  2021年 北欧サスペンス「ルーム301～秘密の扉～」（吹き替え マルッタ役） 

＜舞台＞ 

1998年  野田地図(NODA・MAP)第五回公演『ローリング・ストーン』 演出：野田秀樹 

NINAGAWA COMPANY´ DASH『1998・待つ』 演出：蜷川幸雄 

彩の国シェイクスピア・カンパニー第二回公演『十二夜』 ★主演  演出：蜷川幸雄 

1999年  地人会特別公演『谷間の女たち』（演出 木村光一）  リーディング 『おかしなやつら』 演出：松本修 

2000年 『ロベルト・ズッコ』 演出：佐藤信   『マリアの首』 ★主演 演出：上田ボッコ 

『ゴドーを待ちながら』 演出：佐藤信 

2001年 『ヴィオルヌの犯罪』★主演 演出：山口眞人  『ゾンビな夜』 ★ヒロイン 演出：山崎哲 

地人会第82回公演 『昨日までのベッド』 演出：木村光一 

2002年 トム・プロジェクトプロデュース『子供騙し』 作・演出：水谷龍二  ※2004年、2005年、2011年再演 

2003年 『島．isle』  作・演出：金相秀 

2004年  結城座創設370周年記念『はりねずみのハンス』 ★主演 演出：加藤直 

ドラマ・リーディング21『家』 演出：三浦基    『リア王の悲劇』★リーガン役  演出：佐藤信 

2005年 トム・プロジェクトプロデュース『カラフト伯父さん』 作・演出：鄭義信  ※2006年、2007 年再演 

トム・プロジェクトプロデュース『夕空晴れて』 作・演出：ふたくちつよし 

2006年   トム・プロジェクトプロデュース『東おんなに京おんな』 演出：田村孝裕 

トム・プロジェクトプロデュース『骨唄』 作・演出：東憲司   ※2009年、2012年再演 

「鴎座」第二期上演活動1『ハムレット／マシーン』 演出：佐藤信 

2007年 ミュージカル『月のしずく』 ★ヒロイン 演出：菊池准 

2008年 トム・プロジェクトプロデュース『鬼灯町鬼灯通り三丁目』（作・演出 東憲司） ※2010年再演 

2009年  PU-PU-JUICE第 8回公演『新・罪と罰』 ★ヒロイン 作・演出：山本浩貴 

2010年 トム・プロジェクトプロデュース『藤島土建』 作・演出：中津留章仁 

トム・プロジェクトプロデュース『百枚めの写真』 作・演出：ふたくちつよし  ※2013年再演 

2011年 トム・プロジェクトプロデュース『エル・スール～わが心の博多、そして西鉄ライオンズ～』作・演出 東憲司 

2013年 彩の国シェイクスピア・シリーズ第27弾『ヘンリー四世』 演出：蜷川幸雄 

     演劇実践集団デスペラーズ十周年記念公演『新・藪の中』 ★ヒロイン  演出:岩瀬浩司 

2014年  Bunkamura25周年記念『冬眠する熊に添い寝してごらん』  演出：蜷川幸雄    作：古川日出男 

『冨樫真のおでかけ朗読会』 構成・演出 ：冨樫真 

2019年･2020年 座・高円寺 朗読劇「ピアノと物語『ジョルジュ』」演出：佐藤信 

＜ラジオドラマ＞ 

ＮＨＫＦＭ 

1998年 ＦＭシアター「唐棣色の明日」（主演・崎坂美波役） 

2002年 特集オーディオドラマ 戦争童話集「年老いた雌狼と女の子の話」（お母さん役） 

2009年 ＦＭシアター「三月の招待状」（段田麻美役） 

2013年 青春アドベンチャー「恋愛映画は選ばない」（全１０回・剣持瑛美役） 

2017年 ＦＭシアター「眠れない女」（エマ役）  

2021年 青春アドベンチャー「女だてら」（第5話 眉寿姫役） 

＜ＣＭ＞  
1999年 大塚製薬｢ネイチャーメイド・マルチビタミン｣    2007 年 ＫＩＮＣＨＯ｢キンチョール｣（１０万円篇） 

2009年 ジョンソン株式会社｢カビキラー｣           2013 年 ＳＥＩＹＵ「シンカカク」（何が違うの？篇） 

＜雑誌＞  

2006～2007年 総合演劇雑誌『テアトロ』エッセイ 

冨樫真の「All you need is love !」(2006.12月号～2007.4月号にわたり5回連載) 

有限会社 髙岡事務所 担当：髙岡 暘子 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-24-7 ルネ御苑プラザ 612 号 

  TEL：03-3353-0568／FAX：03-5367-0845／HP：http://www.takaoka-office.com/ 


