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佐原  誠
Sahara     Makoto

● 8月16日 AB型

● 岐阜県出身

● T:171㎝ S:26㎝

● 趣味:ゲーム・音楽・アニメ

● 特技: 歌唱

ナレーション

『BAUS』WebCM 『博全社』CM

『映画　密使と番人』番宣 『日本映画専門チャンネル～いまも、映画作家たちは』

『LIXIL　ユースクウェアホームⅡ紹介動画』 『レゴシティ』

『Break Block TABLE TENNIS』 『CITIZEN』PV

『東亜DKK　会社紹介映像』 『砂川建設　創業70周年』

『NEWS 23 あの日を遺すために～ヒロシマ70年～』VO 『PowerSmash4パワースマッシュ4』

『時代劇専門チャンネル～清左衛門残実録』 『日本映画専門チャンネル～いま、映画作家たちは』

『ワールドハウス』TVCM 『三菱電機　支援機器紹介』

『メンズファッション誌「Safari」』TVスポット 『学校法人長沼スクール東京日本語学校教材CD』

『富士通Eラーニングコンテンツ新人トレーナーeL』 『太紀・真仁のガンガンラジオ』

『サイタマのラッパー』 『マックハウス』CM

『kagg.jp』TVCM 『ソニー銀行』

『週刊ニュースリーダー』 『KUMON』

『東京海上』 『フジモトHD』

『クリアアサヒ』ラジオCM 『BMWファイナンス』PV

『野草酵素 ピントくるカシス』インフォマーシャル 　『日本釣用品工業会』PV

『瀬戸内市e街ギフト』PR動画 『3M スコッチブライト』店頭VP

『NTTコムチェオ』VP

吹替え

『羅小黒戦記(ロシャオヘイセンキ)』(冠萱役) 『メディカル・ポリス』(グレン役)

『レイダース　欧州攻略』(リン・ザイフォン役) 『レゴシティヒーローズ』(ラリー役)

『S.W.A.T.』 (リウラン役) 『レゴシティトレーラー』(フランク役)

『ドックのおもちゃびょういん』(ガブガブ役) 『パンデミックフライト』(トバイアス役)

『三国志～趙雲伝～』(陳宮役) 『SOUTH of HELL』(ディーン役)

『蘭陵王』(宇文神拳役) 『ワイルドシティ 』

『ドックはおもちゃドクター』(ガブガブ役／セオ役) 『プリンセスユニキャット』(グランドレア役　他)

『ドックのしんさつファイル』 『バハールの涙』(ティレシュ役)

『キャプテンアンダーパンツ』(ラップトークウェル役　他) 『ロケッティア』

『レゴフレンズ』 『SP：国家情報局 Mr.ZOO』

『真心が届く ～僕とスターのオフィス・ラブ！？～』(チェユンヒョク役) 『モンスターハント　王の末裔』(雲青役)

『FBI:Most Wanted～指名手配特捜班～』 『Fear the Walking Dead』(キャメロン役)

『ザ・ルーキー 40歳の新米ポリス!?』(スティーヴン役) 『The Crown』

『ケミカル・ハーツ』 『ボディカメラ』
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アニメ

『攻殻機動隊 SAC_2045』 『銀魂』(一橋斉々役)

『ブラッククローバー』(ダヴィドスワロー・カブエカリヨン役) 『FINAL FANTASY XV Episode Ardyn』

劇場版『Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット 『鬼灯の冷徹』

　　　　　　　　　　　　　　　前編Wandering;Agateram』 『ヒナまつり』

『劇場版 Fate/Grand Order -神聖円卓領域キャメロット- 『少女終末旅行』

　　　　　　　　　　　　　　　 後編 Paladin; Agateram』 『キリングバイツ』

『いたずら魔女と眠らない街』 『戦姫絶唱シンフォギアAXZ』（匿名X役）

『ガンゲイルオンライン』 『戦姫絶唱シンフォギアXV』(黒服役)

『からかい上手の高木さん』 『citrus』

『食戟のソーマ　餐の皿』 『ゼロから始める魔法の書』（補佐官役）

『カードファイト!!ヴァンガードG　NEXT』（ウツロイ役） 『覆面系ノイズ』（向井監督役）

『こみっくがーるず』 『食戟のソーマ 弐ノ皿』

『バケモノの子』 『アクティヴレイド　機動強襲室第八係 2nd』

『劇場版 黒執事 Book of the Atlantic』 『スタミュ高校星歌劇　第２期』

『ナイツ＆マジック』（グレコ役／イドラ役） 『おしえてギャル子ちゃん』（クセ太パパ役）

『アルドノア・ゼロ』 『アルドノア・ゼロ　第２クール』 『僕らはみんな河合荘』(彩花のストーカー役)

『アルスラーン戦記』 『アルスラーン戦記　外伝』 『妖怪アパートの幽雅な日常』

『純潔のマリア』 『探偵歌劇ミルキィホームズTD』

『魔法陣グルグル』 『ID-0』

『モンスターストライク』 『風夏』

『モンスターハンターストーリーズ』 『Occultic;Nine』

『スクールガールストライカーズ』 『Re:CREATORS』

『クラシカロイド』 『転生したらスライムだった件』(ルグルド役)

丸井グループＣＭ『猫がくれたまぁるいシアワセ』 『とある魔術の禁書目録III』

『ULTRAMAN』 『キャノンバスターズ』

『覇穹封神演義』 『ぼくたちは勉強ができない』

『ガーリーエアフォース』 『Dr.STONE』

『BORUTO』 『ストライク・ザ・ブラッドIV』

『Fairy gone』 『まちカドまぞく』

『慎重勇者』(ラゴス役) 『炎炎ノ消防隊』

『あひるの空』 『通常攻撃が全体攻撃で二回攻撃のお母さんは好きですか？』

『バビロン』 『ダーウィンズゲーム』(コンドウ役)

『食戟のソーマ 神ノ皿』 『pet』

『とある科学の一方通行』(高梁役) 『A3!』

『彼方のアストラ』 『デカダンス』

『星合の空』 『ミュークルドリーミー』

『ソマリと森の神様』 『ワンパンマン』

『新サクラ大戦 the animation』 『ソードアート・オンライン アリシゼーション』

『アルゴナビス from BanG Dream!』 『2.43 清陰高校男子バレー部』(福蜂部員役)

『モンスター娘のお医者さん』 『ミュークルドリーミー』(チョコ怪人役)

『カードファイト!! ヴァンガード overDress』(コイデ役) 『セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-』

『ホリミヤ』(宮村の叔父役) 『86-エイティシックス-』(プレアデス役)

『戦闘員、派遣します!』
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『ぷよぷよテトリス2』(スクエアス役) 『創の軌跡』(マシュー役)

『アサシンクリードヴァルハラ』(オズワルド役) 『アラド戦記』(ザ・リッパー役)

『ボーダーランズ３』(ウェインライトジェイコブス役) 『Call of Duty WWII』

『白猫プロジェクト』(ツァラ役) 『ボーダーランズ』(KROM役　HANK役)

『HITMAN THE COMPLETE FIRST SEASON』 『CODE OF JOKER』(オデュッセウス役　アッティラ役)

『ライフ　イズ　ストレンジ』(ドリュー役) 『銀魂乱舞』

『ファイトリーグ』(爆走配達人川崎Booon役) 『DeusEx:Mankind Divided』

『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか　 『乱闘三国志』(徳川家康役)

                                                     メモリア・フレーゼ』 『遙かなる時空の中で6　幻燈ロンド』(黒龍役)

『真紅の焔　真田忍法帖』 『謎惑館~音の間に間に~』

『ブラックナイトストライカーズ』(安倍晴明役／源頼光役) 『ぼくたちのプロマネ！』(熊田剛役)

『オーバーウォッチ』 『エンドライド―Ｘ　fragments―』

『ORDINAL STRATA』 『ベン・トー』

『Rewrite 『アイソエトリック&クラテエクササイズwii骨盤Fitness』

『デーモントライブ』(ピノキオ役) 『VARIABLE BARRICADE』(虎次郎役)

『閃の軌跡IV』(テスタ＝ロッサ役　他) 『ウィザーズシンフォニー』

『スーパーブラックジャック』 『荒野のコトブキ飛行隊』(シグ役)

『三國志 覇道』(陳矯、王平役) 『Shadowverse』(ナハトの私兵役／放浪する料理人役)

『ぷよぷよ!!クエスト』(クレス役／ドラウド三世役) 『ロストストーンズ』

『逆転オセロニア』 『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント』

『revisions next stage』 『蒼焔の艦隊』

『マルコと銀河竜』 『龍が如く7 光と闇の行方』

『ドラガリアロスト』 『Marvel's Avengers』

『LOST ARK』 『Call of Duty Modern Warfare』

『ジャックジャンヌ』 『ロードモバイル』(ゴスラック、ディープルート役)

映像出演

『ドクターX』(TVドラマ) 『ファミリーマート』CM

『十津川警部』(TVドラマ) 『SmaStation!』再現VP

『安堂ロイド』(TVドラマ) 『ゲスの極み乙女』VP

『docomoキックオフ』 『朝日新聞フォト＆ムービーモデル』

『めめめのくらげ2』(映画) 『天空の蜂（映画）』

『ジョイポリス』TVCM 『J.COM auイベント』

『リクルート住宅情報誌』モデル 『ドクターショールベルベットスムーズ電動ネイルケアキット』TVCM

『あいおいニッセイ同和損保「おもてなし電話」』VP 『職業能力開発総合大学校』VP

『グリーネ社員紹介用』 『キングジム』VP

『KEIRIN』CMVP 『サンキョー』VP

『SAPHANAVIDEO』 『日本医学総会』VP

『ニチガス』VP 『セイコー』VP

『カーグッズフォーカス』 『サンエス警備保障』モデル

『フィナンシャルエージェンシー「日本の保険がかわる！」』VP 『JA』VP

『キャノン』VP 『ボッツニュー2』モデル＆VP

『インフォービス』PV 『Yamasanka』モデル

『セルフサポート研究所』VP 『おわらないものがたり』

『池袋サンシャイン』VP 『わたしの一日』

『警視庁　特殊詐欺ビデオ』 『北関東綜合警備保障』(小暮役)

『決別の時』(浅香役) 『ゼロ一攫千金ゲーム』

『ハケン占い師アタル』 『テノゼット』VP

『アイティアイプロモーション動画』 『アンドビズ』PV

『アサヒビール』VP

その他

【ボイスオーバー】『NEWS23　特集フランス大統領選』 【舞台】『AreYouLady!!』

【ボイスオーバー】『NEWS23　特集シリア内戦』 【舞台】『はるかな国の童子たち』

【ドラマCD】『大奥』(勝田頼秀役) 【舞台】『雨』

【ドラマCD】『東京喰種』 【舞台】『リマックス新人公演～旅立ち～』

【ドラマCD】『きこえる？』

※太字はメイン役です。

株式会社リマックス

〒107-0052  東京都港区赤坂8-11-19  エクレール乃木坂305    TEL：03-3478-6006  FAX：03-3478-6011

ウェブサイト：http://www.remax-web.jp


