草刈 正雄

本名
生年月日
出身地
血液型
趣味/特技
サイズ： T185

： 草刈 正雄
： 1952年9月5日
： 福岡県
： O型
： テニス
B96 W92 H100

1970年資生堂が男性化粧品ブランドとして初めて発売した商品
『MG5』の広告で衝撃的なデビューを飾る。
有限会社バービィオフィス TEL&FAX 03-6411-2557
Mail : kawase@barbie-office.com

草刈正雄 芸歴 主な出演作品
ー映画ー
1974/03/09 「卑弥呼」 表現社/ATG
1974/04/06 「神田川」 東宝/国際放映

1996/06/25 「ブラックジャック3 ふたりの黒い医者」
（V)バンダイビジュアル

1974/09/21 「青葉繁れる」 東宝映画

1999/11/13 「白痴」手塚プロ

1974/11/02 「沖田総司」 東宝映画

2001/07/28 「極道の妻たち 地獄の道づれ」
東映ビデオ

1974/12/28 「エスパイ」 東宝映画

2001/12/21 「実録・日本やくざ列伝 義戦 昇華編」

1975/04/05 「櫛の火」 東京映画

（V)プレイビル・ドータ・サービス/ミュージアム

1975/07/12 「がんばれ！若大将」 東宝映画

2002/03/25 「民事介入暴力 非合法領域」（V)
ミュージアム

1976/05/29 「激走！若大将」 東宝映画
1976/10/02 「喜劇 百点満点」 東宝映画

2002

1976/10/23 「あにいもうと」 東宝映画
1978/08/12 「火の鳥」 火の鳥プロ/東宝

「実録・史上最大の抗争 四代目継承」
（V）

2004/12/18 「ULTRMAN」
円谷プロ/バンダイ/バンダイビジュアル

1979/05/26 「病院坂の首縊りの家」 東宝映画
1979/12/15 「戦国自衛隊」 角川春樹事務所
1980/06/26 「復活の日」 角川春樹事務所/TBS

2005/01/10 「ブラックキス」
アルゼ・アップリンク

1981/03/14 「ええじゃないか」 松竹/今村プロ

2006/02/04 「ケータイ刑事 THE MOVIE

1982/12/18 「汚れた英雄」 東映/角川春樹事務所
1984/09/29 「湾岸道路」 東北新社/幻燈社

バベルの塔の秘密～銭型姉妹への挑戦状」

BS-i

2007/10/13 「0093 女王陛下の草刈正雄」
BS-i

1986/05/24 「白い野望」 東映東京

1987/11/21 「塀の中のプレイボール」 松竹映像

2008/12/05 「WALL・E/ウォーリー」（声優・吹替）
ピクサー/ディズニー

1989/03/11 「風の又三郎 ガラスのマント」
朝日新聞社/東急エージェンシー/日本ヘラルド

1989/10/29 「誘惑者」 フジテレビ

2011/06/18 「歌うヒットマン！」バンブーピクチャーズ製作
東京国際映画祭 特別招待作品

1990/07/28 「妖怪天国 ゴースト・ヒーロー」
パパドゥ音楽出版/ポニーキャニオン

2013/05/25 「体脂肪計タニタの社員食堂」
角川映画

1990/09/08 「稲村ジェーン」
プロデュースハウスアミューズ/ビクター
1991/09/13 「名のない男 破壊！」（V)東映ビデオ
1993/01/30 「新極道の妻たち 覚悟しいや」
東映京都
1993/04/24 「くまちゃん」
ポニーキャニオン/タカラ/こぐま兄弟舎
1993/12/22 「XX 美しき凶器」東映ビデオ
1994/02/10 「極道弁護士 綾小路春彦」（V)
ビデオチャンプ

1994/10/15 N45°第３話「情熱の荒野」
WOWWOW/ヒルヴィラ
1995/09/09 「水の中の八月」
水の中の八月製作委員会
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草刈正雄 芸歴 主な出演作品
ーテレビ1ー
1973 「トリプル捜査線」フジテレビ

1976 「風と雲と虹と」NHK大河ドラマ
1976 「手帳」TBS
1976 「ほんとうに」TBS
1977 「華麗なる刑事」フジテレビ
1977 「新撰組始末記」TBS
1977 「白い闇」TBS
1977 「家族」TBS
1978 「青春の荒野」テレビ朝日 土曜ワイド劇場
1978 「鎌田敏夫シリーズ 十字路」NHK
1978 「遠いわかれ」TBS
1979 「日本巌窟王」NHK
1981 「プロハンター」関西テレビ
1981 「骨肉の森」テレビ朝日
1981 「鞍馬天狗」TBS

1983 「追跡 妻たちの反乱」NHK
1984 「激愛・三月までの…」TBS
1984 「うさぎ、はねた！」TBS
1984 「ロス市警アジア特攻隊」日本テレビ
1985 「真田太平記」NHK
1987 「悪女に四本のバラ 美しい女社長を
めぐる完全犯罪」テレビ朝日
1988 「三日間の悪夢」日本テレビ
火曜サスペンス劇場
1988 「隣の未亡人とおかしな二人」テレビ朝日
1988 「ロマンチック街道 恋に落ちて」TBS
1988 「悪い奴は眠らない」フジテレビ
1988 「悪女はラベンダーの香り」テレビ朝日
土曜ワイド劇場
1989 「ロマンスに弱いの」フジテレビ
1990 「花迷宮ー昭和異人館の女たちー」
フジテレビ
1990 「イスタンブール 黒いヴェールの女」
フジテレビ
1990 「キモチいい恋したい！」フジテレビ
1990 「山岳救助犬ララ」TBS
1990 「殺意の囁き」フジテレビ
1991 「花迷宮 上海から来た女」フジテレビ

1991 「山岳救助犬ララⅡ」TBS
1991 「世にも奇妙な物語 ズンドコベロンチョ」
フジテレビ
1991 「外科病棟女医の事件ファイル」テレビ朝日
1991 「けものみち」日本テレビ 火曜サスペンス劇場
1992 「愛ふたたび」TBS
1992 「世にも奇妙な物語 食べ過ぎた男」フジテレビ
1992 「女子大生名探偵華やかな密室殺人」
TBS
1992 「マンション 母VS暴力団VS住民VSチンピラ
VS警察大混戦」フジテレビ
1992 「愛はふしぎ」TBS
1992 「銀座ママ亜弥子の日記」フジテレビ
1993 「花嫁の鮮やかな完全犯罪」テレビ朝日
1993 「ifもしも あるフェミニスト課長の秘書選び
美人かブスか」フジテレビ
1993 「小さな王国 女教師を狙う悪魔の転校生」
関西テレビ
1993 「幻の女」関西テレビ
1993 「じゃじゃ馬ならし」フジテレビ
1993 「華やかな密室殺人2 愛した人はもういない」
TBS
1993 「かかし半兵衛 無頼旅」テレビ朝日
1994 「南くんの恋人」テレビ朝日
1994 「花の乱」NHK大河ドラマ
1995 「走らんか！」NHK朝の連続テレビ小説
1996 「イグアナの娘」テレビ朝日
1996 「古畑任三郎 第２期」フジテレビ
1997 「毛利元就」NHK大河ドラマ
1998 「おそるべしっつ!!音無可憐さん」テレビ朝日
1999 「可愛いだけじゃダメかしら」テレビ朝日
1999 「スキッと一心太郎」NHK金曜時代劇
2000 「私の青空」NHK朝の連続テレビ小説
2002 「エスパー魔美」NHK教育ドラマ愛の詩
2002 「ツーハンマン」テレビ朝日金曜ナイトドラマ
2003 「御宿かわせみ」NHK金曜時代劇
2003 「伝説のマダム」日本テレビドラマ
2003 「動物のお医者さん」テレビ朝日木曜ドラマ
2003 「愛するために愛されたい Loved to Love」
TBSドラマ
2003 「帰ってきたロッカーのハナコさん」NHK連続ドラマ
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草刈正雄 芸歴 主な出演作品
ーテレビ2ー
2004 「警部補 佃次郎19～妻の秘密～」
日本テレビ火曜サスペンス劇場
2004 「御宿かわせみ 第二章」
NHK総合金曜時代劇
2004 「ウルトラQ～dark fantasy~」テレビ東京
2004 「ケータイ刑事 銭形泪」BS-i
2004 「ケータイ刑事 銭形零ファーストシリーズ」BS-i
2004 「ケータイ刑事 銭形泪セカンドシリーズ」BS-i
2005 「御宿かわせみ 第三章」NHK総合金曜時代劇
2005 「義経」NHK大河ドラマ
2006.6～8 「次郎長 背負い富士」NHK木曜時代劇
2006.8～9 「ケータイ刑事 銭形雷セカンドシリーズ」
BS-I
2006.10～12 「アンナさんのおまめ」テレビ朝日
金曜ナイトドラマ
2007.4～6 「冗談じゃない！」TBS日曜劇場
2007.4～9 「エコラボ～もったいない博士の
異常な愛情」フジテレビ系
2007.7～9 「ケータイ刑事 銭形海」BS-I
2008.1～6 「篤姫」NHK大河ドラマ
2008.3.29 「100の資格を持つ女 2人のバツイチ
殺人捜査」テレビ朝日系 土曜ワイド劇場
2008.7～9 「モンスターペアレント」
フジテレビ系連続ドラマ
2009.1.2
「福家警部補の挨拶～オッカムの剃刀」
NHK総合
2009.1～3 「キイナ～不可能犯罪捜査官～」
日本テレビ系連続ドラマ
2009.4～
「美の壺」ナビゲーター レギュラー
2011.3
NHK教育
2011.4～
「美の壺」ナビゲーター レギュラー
NHK BSプレミアム
2009.4～6 「アタシんちの男子」
フジテレビ連続ドラマ
2009.6.27 「100の資格を持つ女② 2人のバツイチ
殺人捜査」テレビ朝日系 土曜ワイド劇場
2009.10～12 「ROMES 空港防御システム」
NHK 連続ドラマ
2010.3.20 「100の資格を持つ女③ 2人のバツイチ
殺人捜査」テレビ朝日系
2010.4.310 「大仏開眼」NHK総合
古代史ドラマスペシャル

2010.8.28

「100の資格を持つ女④ 2人のバツイチ
殺人捜査」テレビ朝日系 土曜ワイド劇場

2010.11.26 「球形の荒野」フジテレビ系
～27 2夜連続 松本清張スペシャル
2011.4.15

「名探偵コナン」ドラマスペシャル
工藤新一への挑戦状～怪鳥伝説の謎

2011

「坂の上の雲 第3部」
NHK総合 スペシャルドラマ

2011

「江～姫たちの戦国～」
NHK総合 大河ドラマ

2011.10.15 「100の資格を持つ女⑤ 2人のバツイチ
殺人捜査」テレビ朝日系 土曜ワイド劇場
2011.12.21 「こんにちは！動物の赤ちゃん2011」
NHK総合
2012.1.6
「COMPASS~未来航路～」
日本テレビ系
2012.3
「恋愛ニート」
TBS系金曜ドラマ
2012.3.22
「秘密のケンミンSHOW!」
日本テレビ系
2012.4
「カエルの王女さま」
フジテレビ系木曜劇場ドラマ
2012.6.16 「100の資格を持つ女⑥ 2人のバツイチ
殺人捜査」テレビ朝日系 土曜ワイド劇場
2012.7～9

「薄桜記」
BSプレミアム BS時代劇
2012.9.15 「小浜島おばあちゃん合唱団」
ナレーションBSフジ
2012.10～12 「薄桜記」
NHK総合 BS時代劇
2012.10.31 「BSコンシェルジュ」
NHK総合 BS
2012.9～12 「プライスレス」
フジテレビ系月９ドラマ
2012.11.29 「スタジオパークからこんにちは」
NHK総合
2012.11.29 「土曜スタジオパーク」
NHK総合
2013.2.24 「ただいま母さん」
NHK BSプレミアム
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草刈正雄 芸歴 主な出演作品
ーテレビ3ー
2013.6.15 「100の資格を持つ女⑦ 2人のバツイチ
殺人捜査」テレビ朝日系 土曜ワイド劇場
2013.8～9 「夫婦善哉」
NHK総合 土曜ドラマ
2013.10.1 「抱きしめたい！Forever]
フジテレビ
2013.11.13 「カメラマン亜愛一郎の迷宮推理」
テレビ東京 水曜ミステリー9
2014.1～3 「緊急取調室」 テレビ朝日
2014.1.11 「100の資格を持つ女⑧ 2人のバツイチ
殺人捜査」テレビ朝日系 土曜ワイド劇場
2014.4～

「美の壺」ナビゲーター レギュラー
NHK BSプレミアム
2015.1.16 「上流階級 福久丸百貨店外商部」フジテレビ
赤と黒のゲキジョースペシャルドラマ
2015.1.17 「100の資格を持つ女⑨2人のバツイチ
殺人捜査」テレビ朝日系 土曜ワイド劇場
2015.3.6 「結婚に一番近くて遠い女」日本テレビ
金曜ロードショー
2015.4～10 「美女と男子」NHK
2015.7～9「民王」テレビ朝日
2015.10.10 「100の資格を持つ女⑩ 2人のバツイチ
殺人捜査」テレビ朝日系 土曜ワイド劇場
2016.1～ 「真田丸」NHK総合大河ドラマ
2016.6.18 「100の資格を持つ女⑪ 2人のバツイチ
殺人捜査」テレビ朝日系 土曜ワイド劇場
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草刈正雄 芸歴 主な出演作品
ー舞台ー

1997

「ヴィクターヴィクトリア」（青山劇場ほか）

1998

「シュガー」（日生劇場）

ーCMー
2013.7～ マキタ草刈機

2010.8.31～ 「サントリー黒烏龍茶」
ハンサム部長役で声の出演
1997～ 「マイフェアレディ」（帝国劇場）
資生堂専属モデル時代
1998 「花迷宮」（帝国劇場）
MG5（1971年）
1998 「アンネの日記」（芸術劇場ほか）
BRAVAS - 渡辺貞夫と共演
1998 「34丁目の奇跡」（シアターアプル）
タクティクス
グリコアーモンドチョコレート(1972年）
1998 「キャバレー」（シアターアプル）
フタタ 紳士服のフタタ（九州地区の紳士服店）
1998 「花の天勝」（新橋演舞場）
（1976年）
1998 「ワルツが聞こえる？」（アートスフィア）
ニッカウヰスキー ハイニッカ（1979年ごろ）
2001 「男の花道」（01年 アートスフィアほか）
トヨタ自動車 チェイサー（初代～2代目初期型まで）
（1977年 - 1981年）
2002 「パナマ・ハッティー」（帝国劇場）
ロッテ
2002 「マイ・フェア・レディ」（中日劇場ほか）
ダイドードリンコ
2002 「奥様の冒険ーわたしバカよねー」（芸術座）
東芝
2004 「レディ・ゾロ」音楽活劇（赤坂ACTシアターほか）
カラーテレビ CORE FSファイン（1984年）
ビデオデッキ ビュースター（1984年）
2004 「奥様の冒険ーわたしバカよねー」（梅田コマ劇場）
大塚製薬
ポカリスエット
2004 「マイ・フェア・レディ」ミュージカル（梅田コマ劇場）
参天製薬 サンテソフト、新サンテドウ
2004 「音楽劇『エターナリー』～変わりゆく街の
マツダ ファミリア（1994年）
変わらぬ約束～」とびうめ国文祭
アリコジャパン 入院保険「よくばり保険60」
（北九州芸術劇場大ホール）
バイエル薬品 ED治療啓発キャンペーン
2005 「越路吹雪物語」（全国公演）
アサヒビール アサヒ博多蔵出し生ビール
（ご当地ビール・九州地方中心）
2005 「最悪な人生のためのガイドブック」（パルコ劇場ほか）
キリンビール
スパークリングホップ (2008年)
2006 「笠置シヅ子物語 わが歌ブギウギ」（大阪松竹座）
富士通 らくらくホンプレミアム (2008年)
2006 「越路吹雪物語」（大阪松竹座ほか）
「サントリー黒烏龍茶」
2007.7 「ケータイ刑事海」舞台 高村一平役
ハンサム部長役で声の出演2010.8.31～
（赤坂RED THATER）
マキタ草刈機2013.7～
2008.4 「越路吹雪物語」真木小太郎役
ミスタードーナツ「クロワッサンマフィン」2016.4～
～5
（中日劇場・日生劇場）
J:COM「TVよ変われ」2016.8.5～
2008.10「ローズのジレンマ」（ル テアトル銀座ほか）
2009.1 「コール～CALL~」岡田真弓警部補役
～3
（東京グローブ座/サンケイホールプリー）
2009.6 「ミー＆マイガール」ジョン卿役（帝国劇場）
2012.7 「日本の面影」小泉八雲役（俳優座劇場）
2013.11 「クリスマス・キャロル」スクルージ役（シアター1010他）
2014.5,6 「日本の面影」小泉八雲役（俳優座劇場）
2014.８、9 「君となら」」小磯国太郎訳（パルコ劇場）
2014.11、12 「クリスマス・キャロル」スクルージ役（アイアシアター東京）
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