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増澤ノゾム 

 

 
＊1998年 読売演劇大賞 優秀男優賞 

「あなたまでの6人」 

Masuzawa Nozomu 

1966年8月21日生／北海道出身 

特技：剣道２段（殺陣）、彫刻、バイク、車 
資格：第１種中学・高等学校美術教諭免許 

運転免許：普通乗用車、大型自動二輪 

SIZE 178cm／65kg／B92 W73 H91／靴25.5cm 
 

北海道教育大学卒。在学中に劇団「P-PROJECT」を旗揚げ。
同じく札幌で活動していた鈴井貴之率いる劇団OOPARTS
と人気を二分する。卒業後も高校の美術教師を務めながら
活動を続けたのち、1993年、劇団俳優座に入団。舞台「ソ
フィストリー」でデビューを果たす。主な出演作として、
舞台「リチャード三世」「キャバレー」「八犬伝」「銀河
英雄伝説 星々の軌跡」「1789 バスティーユの恋人た
ち」、映画「⻑州ファイブ」「凍える鏡」、ドラマ「麗わし
き⻤」「⼥たちの特捜最前線」など。役者のみならず舞台
作品の脚本家・演出家としても精力的に活動を続けている。 
 

＊2022.10.20∼毎週（木）23：59∼絶賛放送中！  

YTV・NTVプラチナイト木曜ドラマ「Sister」 
遠山先生役（第1,2,3,7,10話）出演！ 

 

舞台【出演】 

1995年 7月 劇団俳優座 ソフィストリー 演出：⻘井陽治 東京芸術劇場 

1998年 5月 劇団俳優座 あなたまでの6人  演出：⻘井陽治 俳優座劇場 
  ＊読売演劇大賞 優秀男優賞受賞 

 12月 A FEW GOOD MEN 演出：⻘井陽治 東京グローブ座 

1999年 4月 地人会 ガラスの動物園 演出：栗山⺠也 紀伊國屋サザンシアター 他 

 7-8月 クローサー 演出：鵜山仁 パルコ劇場 

 10月 罠 演出：⻘井陽治 パルコ劇場 

2000年 1-2月 劇団俳優座 肝っ玉おっ⺟とその⼦供たち 演出：アレクサンドル・マーリン 俳優座劇場 他 

 7月 滅びかけた人類、その愛と本質とは… 演出：宮本亞門 パルコ劇場 

 9月 俳優座劇場プロデュース 高き彼物 演出：鈴木裕美 俳優座劇場 

 11-12月 劇団俳優座 離れて遠く二万キロ 演出：安井武 紀伊国屋ホール 他 

2001年 9月 劇団俳優座 坊ちゃん 演出：福田善之 俳優座劇場 他 

2002年 2月 自転車キンクリート OUT 演出：鈴木裕美 パルコ劇場 他 

 7-8月 パソナ ア・テンポ 恋人たちの予感 演出：吉川徹 シアターコクーン 

2003年 6-7月 Hamlet∼ハムレット 演出：ジョナサン・ケント 世田谷パブリックシアター 他 

2004年 6月 暗い日曜日 演出：松本嶮 ル・テアトル銀座 

2005年 4月 北九州芸術劇場プロデュース ルル∼破滅の微笑み∼ 演出：白井晃 世田谷パブリックシアター 

2006年 4月 俳優座劇場プロデュース ⼥相続人 演出：⻄川信廣 俳優座劇場 

2007年 12-2月 劇団四季 ハムレット 演出：浅利慶太 自由劇場 

2009年 1-2月 リチャード三世 演出：いのうえひでのり 赤坂ACTシアター 

 7月 ラヴ・レターズ 演出：⻘井陽治 ル・テアトル銀座 

 11月 反逆児 演出：齋藤雅文 大阪松竹座 
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2010年 10月 OOPARTS vol.1 CUT 演出：鈴井貴之 Zepp Tokyo 他 

2011年 5-6月 ミュージカル MITSUKO∼愛は国境を越えて∼ 演出：小池修一郎 ⻘山劇場 他 

 11月 銀河英雄伝説外伝 オーベルシュタイン篇 演出：大岩美智⼦ さくらホール 

2012年 3月 ブロードウェイ・ミュージカル キャバレー 演出：小池修一郎 東京国際フォーラム 他 

2013年 3-4月 M&Oplaysプロデュース 八犬伝 演出：河原雅彦 シアターコクーン 他 

2014年 2月 銀河英雄伝説 第四章 後編 激突 演出：崔洋一 ⻘山劇場 他 

2015年 6月 銀河英雄伝説 星々の軌跡 演出：ヨリコジュン Zeppブルーシアター六本木 

2016年 4-5月 ミュージカル 1789 バスティーユの恋人たち 演出：小池修一郎 帝国劇場、梅田芸術劇場 

2017年 8月 日穏-bion- 夕顔 演出：たんじだいご 中野BONBON 

2018年 4-7月 ミュージカル 1789 バスティーユの恋人たち 演出：小池修一郎 帝国劇場、梅田芸術劇場 

2019年 5月 クイーン・エリザベス−輝ける王冠と秘められし愛− 演出：宮田慶⼦ 日生劇場 

 10月 ヤパン・モカル旗揚げ公演 ロスト エンジェルス 演出：林海象 下北沢 小劇場 

2021年 10-11月 ブロードウェイ・ミュージカル NEWSIES 演出：小池修一郎 日生劇場 他 

2022年 10月 calmoプロデュース #02 リップカレント ＊主演 演出：小池 唯一 テアトルBONBON 

 

舞台【作・演出・出演】 

2008年 12月 劇団野良犬弾プロデュース underground lovesong 作・演出 アイピット目白 

2009年 8月 一人芝居 海の上のピアニスト 演出・出演 代々木上原・MUSICASA 

 9月 劇団野良犬弾 髪結い橋のロビン・グッドフェロー 作・演出 ラゾーナ川崎 

2011年 2月 スタッフ・アップ presents 社⻑、絶体絶命ですっ！ 作・演出 恵比寿・エコー劇場 

 2月 dashプロデュース かげぜん 作・演出 あうるすぽっと 

2012年 9月 スタッフ・アップ presents 魔法のオルゴール 作・出演 CBGKシブゲキ!! 

2015年 3月 月ノツカイ  作・演出 シアターZOO 

 8月 父と暮せば  演出 絵空箱 

 9月 一人芝居 海の上のピアニスト 演出・出演 ル・ケレス 南円山 

 9月 PROOF -証明-  演出 シアターZOO 

2016年 10月 父と暮せば  演出 アトリエだるま座、シアターZOO 

2017年 7月 たねびとの会 しあわせのタネ 演出 座・高円寺2 

2019年 8月 父と暮せば  演出 アトリエだるま座 

2020年 1月 オフィス・RENプロデュース  かげぜん 作・演出    紀伊國屋サザンシアター 他 

 

映画 

2001年 10月 みすゞ  監督：五十嵐匠   シネカノン 

 11月 伊能忠敬 ⼦牛線の夢  監督：小野田嘉幹 東映 

2006年 8月 真夜中の少⼥たち  監督：堀江慶／佐伯⻯一   デジタルサイト 

2007年 2月 ⻑州ファイブ  監督：五十嵐匠   リベロ 

2008年 1月 凍える鏡  監督：大嶋拓  「凍える鏡」製作事務所 

 

ＯＶ 

2021年 3月 義兄弟  監督：金澤克次 オールインエンタテインメント 

 5月 義兄弟 第二章  監督：金澤克次 オールインエンタテインメント 

 7月 義兄弟 第三章  監督：金澤克次 オールインエンタテインメント 
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ドラマ 

1997年 10月 その時が来た  レギュラー：添田慎介 役 THK/CX 

2001年 1月 毎日放送開局50周年記念 ちいさな橋を架ける 宮沢敦 役 MBS 

 5月 土曜ワイド劇場 古都金沢、花の殺意 藤原睦月 役 ANB 

2002年 6月 月曜ミステリー劇場 冤罪Ⅲ ⻤塚警部補 役 TBS 

2003年 3月 愛しき者へ  レギュラー：松園貴志 役 THK/CX 

 

2004年 1月 大河ドラマ 新選組！ 中岡慎太郎 役 NHK 

 1月 仮面ライダー剣（ブレイド） 桐生豪 役 ANB 

 6月 ⽔戸⻩門  第８話ゲスト TBS 

2005年 12月 ⼥刑事みずき 京都洛⻄署物語 最終回スペシャル：工藤刑事 役 EX 

2006∼08年  土曜ワイド劇場 森村誠一の終着駅シリーズ レギュラー：大上刑事 役 EX 

2006年 8月 土曜ワイド劇場 法律事務所 川喜多将之 役 EX 

2007年 4月 麗わしき⻤  レギュラー：眉川英矢 役 THK/CX 

2009年 7月 ⽔曜ミステリー9 密会の宿７ 篠原勲 役 TX 

 10月 相棒 Season8  第２話ゲスト：宇野宗一郎 役 EX 

2011年 10月 11人もいる！  第７話 EX 

2013年 4月 白衣のなみだ  レギュラー：大島文彦 役 THK/CX 

 10月 夫のカノジョ  第４話 TBS 

2014年 2月 地の塩    WOWOW 

 4月 TEAM -警視庁特別犯罪捜査本部- 第５話 CX 

2016年 7月 ⼥たちの特捜最前線  レギュラー：里中刑事 役 EX 

2018年 11月 チェイス 第2章   Amazonプライム 

2018∼19年  月曜名作劇場 十津川警部シリーズ レギュラー：若林刑事 役 TBS 

2019年 12月 ⿊蜥蜴  NHK BS 

2020年 8月 刑事7人 VI  第３話 EX 

 10月 ハンサムセンキョ  第12話 tvk 

2021年 4月 モコミ∼彼⼥ちょっとヘンだけど∼ 第10話 樹木医 役 EX 

20.22年 10月 Syster  第1,2,3,7,10話 遠山先生 役 YTV/NTV 

 

ＣＭ 

2006年  キヤノン 環境広告 

2007年  サッポロビール ギネスビール 

2011年  SONY BRAVIA 

  



 

株式会社enchanteアンシャンテ 154-0001 東京都世田谷区池尻 3-21-2 アドルク 303 号 
Tel＆fax：03-3411-5577 http://enchante-de.com/ 

 

 

 

 

 


