
成瀬 正孝(なるせ まさたか)

プロフィール

生年月日 1950年 2月27日

血 液 型 A型

出 身 地 福岡県

サ イ ズ 身長　176cm

体 重　70kg

足　  　26cm

バスト  90㎝

ウエスト 85㎝

ヒップ  84㎝ 

1969年、第13期東映ニューフェイスとして東映へ入社（同期は岩本良子）。

デビュー当時は主演女優の相手役に抜擢されるなど二枚目のホープだった。ピラニア軍団に加入して以降、1970年代の実録映画に多数出演。

1989年の『将軍家光の乱心 激突』では、将軍の跡継ぎを警護する7人の浪人に抜擢され、殺陣・乗馬を披露し、代表作の1つとなった。

北島三郎特別公演 里見浩太朗特別公演 コロッケ特別公演

小林幸子特別公演 細川たかし特別公演 前川清・瀬川瑛子特別公演 他　多数

現代やくざ 血桜三兄弟（1971年、東映）

女番長ブルース 牝蜂の逆襲（1971年、東映）

事件（1978年、松竹）

多羅尾伴内（1978年、東映）

柳生一族の陰謀 （1978年、東映）

宇宙からのメッセージ （1978年、東映）

こちら葛飾区亀有公園前派出所（1977年、東映）

ドーベルマン刑事 （1977年、東映）

ピラニア軍団 ダボシャツの天（1977年、東映）

女獄門帖 引き裂かれた尼僧（1977年、東映）

やくざ戦争 日本の首領（1977年、東映）

新仁義なき戦い 組長最後の日（1976年、東映）

新仁義なき戦い 組長の首（1975年、東映）

十代 恵子の場合（1979年・東映）

神様のくれた赤ん坊（1979年、松竹）

赤穂城断絶 （1978年、東映）

野性の証明 （1978年、東映）

事件（1978年、松竹）

仁義なき戦い 頂上作戦（1974年、東映）

仁義なき戦い 代理戦争（1973年、東映）

現代任侠史（1973年、東映）

《　　略　　歴　　》
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映画

舞台

◆  主な出演作品  ◆

関東兄弟仁義 仁侠（1971年、東映）

恐怖女子高校 女暴力教室（1972年、東映）

女番長ゲリラ（1972年、東映）

温泉スッポン芸者（1972年、東映）

徳川セックス禁止令 色情大名（1972年、東映）

まむしの兄弟 お礼参り（1971年、東映）

恐怖女子高校 アニマル同級生（1973年、東映）

暴動島根刑務所（1975年、東映）

県警対組織暴力（1975年、東映）

新仁義なき戦い（1974年、東映）

山口組外伝 九州進攻作戦（1974年、東映）

仁義なき戦い 完結篇（1974年、東映）

やくざの墓場 くちなしの花（1976年、東映）

暴走パニック 大激突（1976年、東映）

沖縄やくざ戦争（1976年、東映）

不良姐御伝 猪の鹿お蝶（1973年、東映）

暴動島根刑務所（1975年、東映）

ドーベルマン刑事 （1977年、東映）

ピラニア軍団 ダボシャツの天（1977年、東映）

女獄門帖 引き裂かれた尼僧（1977年、東映）

やくざ戦争 日本の首領（1977年、東映）

やくざの墓場 くちなしの花（1976年、東映）

事件（1978年、松竹）

多羅尾伴内（1978年、東映）

柳生一族の陰謀 （1978年、東映）

宇宙からのメッセージ （1978年、東映）

こちら葛飾区亀有公園前派出所（1977年、東映）

修羅のみち（2001年、東映）

暴走パニック 大激突（1976年、東映）

沖縄やくざ戦争（1976年、東映）

里見八犬伝（1983年、東映）

人生劇場（1983年、東映）

野獣刑事（1982年、東映）

道頓堀川（1982年、松竹）

冒険者カミカゼ -ADVENTURER KAMIKAZE- （1981年、東映） - 黒木

魔界転生 （1981年、東映）

徳川一族の崩壊（1980年、東映）

ドーベルマン刑事 （1977年、東映）

ピラニア軍団 ダボシャツの天（1977年、東映）

女獄門帖 引き裂かれた尼僧（1977年、東映）

やくざ戦争 日本の首領（1977年、東映）

やくざの墓場 くちなしの花（1976年、東映）

事件（1978年、松竹）

多羅尾伴内（1978年、東映）

柳生一族の陰謀 （1978年、東映）

宇宙からのメッセージ （1978年、東映）

こちら葛飾区亀有公園前派出所（1977年、東映）

暴走パニック 大激突（1976年、東映）

沖縄やくざ戦争（1976年、東映）

新仁義なき戦い 組長最後の日（1976年、東映）

新仁義なき戦い 組長の首（1975年、東映）

刺青 IREZUMI（1984年、にっかつ）

修羅の群れ（1984年、東映）

刑事物語3 潮騒の詩（1984年、東宝）

唐獅子株式会社（1983年、東映）

浅草・筑波の喜久次郎　浅草六区を創った筑波人(2016年)

226（1989年、松竹富士）

オルゴール（1989年、東映） - 田尻

せんせい（1989年、松竹）

将軍家光の乱心 激突 （1989年、東映） - 土門源三郎

二代目はクリスチャン（1985年、東宝）

BE-BOP-HIGHSCHOOL（1994年、東映）

民暴の帝王（1993年、東映） - パチンコ店主・角川

本気!（1991年、東映）

新・極道の妻たち（1991年、東映）

天と地と（1990年、東映） - 大熊朝秀

実録 夜桜銀次（2001年、東映）

京浜抗争史外伝 最後の組長（2000年、東映）

共犯者（1999年、東映）

必殺! 三味線屋・勇次（1999年、松竹）

鉄と鉛（1997年、東映）

大阪府警潜入捜査官（2007年、アイコット）

まだまだあぶない刑事（2005年、東映）

極道の妻たち 情炎（2005年、東映ビデオ）

凶気の桜（2002年、東映）



柳生十兵衛（1971年、CX / 東映） 土曜ワイド劇場（ANB~EX）

忍法かげろう斬り（KTV / 東映） 探偵・神津恭介の殺人推理5「血ぬられた薔薇」（1986年、松竹）

長谷川伸シリーズ（1973年、NET / 東映） 松本清張スペシャル・数の風景（1991年、東映）

江戸を斬る（TBS / C.A.L） 京都マル秘仕置帖 「カラオケ教室美女殺人事件」（1999年、ABC / 松竹）

必殺シリーズ（ABC / 松竹） タクシードライバーの推理日誌15 「二つの顔を持つ乗客」（2001年）

暗闇仕留人 第6話「狙われて候」（1974年） 風雲江戸城 怒涛の将軍徳川家光（1987年、TX / 東映）

必殺必中仕事屋稼業 ジャングル 第21話「あいつの素顔」（1987年、NTV / 東宝）

必殺仕置屋稼業 花の生涯 井伊大老と桜田門（1988年、TX / 東映）

必殺仕事人V 第6話「りつ、減量する」（1985年） あきれた刑事（1988年、NTV / セントラル・アーツ）

おしどり右京捕物車 第22話「峠」（1974年、ABC / 松竹） 名奉行 遠山の金さん（ANB / 東映）

水戸黄門（TBS / C.A.L） 武田信玄（1991年）

最終回スペシャル（2011年12月19日） 天下を獲った男 豊臣秀吉（1993年） 

座頭市物語（1975年、CX / 勝プロ） ゴリラ・警視庁捜査第8班 （1989年、ANB / 石原プロ）

影同心シリーズ（MBS / 東映） はぐれ刑事純情派 第2シリーズ （1989年、ANB / 東映）

大都会 PARTII （1978年、NTV / 石原プロ） 続続・三匹が斬る! （1990年、ANB / 東映） 

江戸の鷹 御用部屋犯科帖（1978年、ANB / 三船プロ） 銭形平次 （CX / 東映） 

特捜最前線（ANB / 東映） 八百八町夢日記（1991年、NTV / ユニオン映画）

暴れん坊将軍（ANB / 東映） あばれ八州御用旅（TX / ユニオン映画）

騎馬奉行（1979年、KTV / 東映） 新・三匹が斬る!（1992年、ANB / 東映）

銭形平次（1979年、CX / 東映） 半七捕物帳 （1993年、NTV / ユニオン映画）

鉄道公安官 （1980年、ANB / 東映） 闇を斬る! 大江戸犯科帳 （1993年、NTV / ユニオン映画）

大江戸捜査網（12ch～TX / 三船プロ～ヴァンフィル） 四匹の用心棒  (1993年、テレビ朝日 / 東映) 

爆走! ドーベルマン刑事（1980年、ANB / 東映） 殿さま風来坊隠れ旅（1994年、ANB / 東映）

非情のライセンス 第3シリーズ（1980年、ANB / 東映） 江戸の用心棒 （1994年、NTV / ユニオン映画）

大激闘マッドポリス'80 （1980年、NTV / 東映） 静かなるドン（1994年 - 1995年、NTV / 光和インターナショナル） 

特命刑事（1980年、NTV / 東映） 付き馬屋おえん事件帳（1995年、TX / 松竹）

ザ・ハングマン（ABC / 松竹芸能） 江戸の用心棒II （1995年、NTV / ユニオン映画）

愛のホットライン（1981年、CX / セントラル・アーツ） あばれ医者嵐山（1995年、TX / ユニオン映画）

警視庁殺人課（1981年、ANB / 東映） 南町奉行事件帖 怒れ! 求馬II （2000年、TBS / C.A.L）

柳生あばれ旅（1981年、ANB / 東映） 金曜エンタテイメント / 花瀬ちなつの殺人スクープ（2000年、CX）

影の軍団（KTV / 東映） 御家人斬九郎（2001年11月13日、CX / 映像京都）

柳生十兵衛あばれ旅（1982年、ANB / 東映） 八丁堀の七人 第3シリーズ（2002年、ANB / 東映）

時代劇スペシャル（CX） 天罰屋くれない 闇の始末帖 （2003年、ANB / 東映）

Gメン'82（TBS / 近藤照男プロ） 忠臣蔵（2004年、EX / 東映）

源九郎旅日記 葵の暴れん坊（1983年、ANB / 東映） 新春ワイド時代劇 / 国盗り物語（2005年、TX / C.A.L）

おしん（1983年、NHK） - 田倉亀次郎 八州廻り桑山十兵衛〜捕物控ぶらり旅 （2007年、EX / 東映）

大奥（KTV / 東映） 遠山の金さん（2007年、EX / 東映）

火曜サスペンス劇場 / 殺意の海（1983年、NTV / ユニオン映画） お江戸吉原事件帖（2007年、TX / C.A.L）

長七郎江戸日記（NTV / ユニオン映画） 相棒 Season 6 （2008年、EX / 東映）

人妻捜査官（1984年、ABC / テレパック） 密命 寒月霞斬り（2008年、TX / C.A.L）

特命刑事ザ・コップ（1985年、ABC / テレキャスト） 木枯し紋次郎（2009年、CX / C.A.L）

誇りの報酬 第41話「東京－仙台・追跡300キロ」（1986年、NTV / 東宝） 新・警視庁捜査一課9係 （2009年、EX / 東映）

太陽にほえろ!（1986年、NTV / 東宝 新・おみやさん （2012年、EX / 東映）

月曜ゴールデン / 医師・円城寺修2「恨みの報酬」（2012年、TBS） 大岡越前2 （2014年、NHK BSプレミアム / C.A.L）

ドクター彦次郎1（2015年） 月曜名作劇場 / 赤かぶ検事奮戦記6（2016年、TBS / 松竹） 

ドラマ

成瀬正孝　出　演　作　品


