
笹本ゆり
Yuri  Sasamoto

【誕生日】 1977年 7 月 24 日（45歳）

【出身地】 大阪府

【サイズ】 157cm／ 47kg （服のサイズ7号）

B： 75cm ／W： 58 cm ／H： 80 cm ／S： 23.5 cm

【趣味】 映画鑑賞、絵画 、ダンス

【特技】 絵手紙(1998年9月日刊工業新聞主催 東京からの絵手紙 優秀賞受賞

東京メトロ電車内宙吊りポスター、メトロカードのデザイン画、書籍化)

社交ダンス (2008年2月DSCJ・N級スタンダード ワルツ・タンゴ9位)

第20回全大阪幼少年美術展努力賞受賞

【資格】 英検2級 、日本乗馬俱楽部振興協会4級、実用英語技能検定 2 級、

普通自動車免許 日本化粧品検定 3 級

(2009年)ビジネスカウンセリング協会公認初級カウンセラー取得

【略歴】 北海道大学経済学部卒業、東京アナウンスアカデミー声優実践科卒業

所属事務所 ： FHプロモーション
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「Day７」監督：飯野歩
安藤ゆり役

第3回ネットシネマフェスティバル
女優賞3位



＜映画＞

2022年 『お守りラプソディ』監督：髙橋浩

2022年 『第3番変イ長調』監督:香月秀之 ホームレスの名取役
2021年 『シークレットゲーム』監督：井坂聡 社長の武藤役
2021年 『縁の下の恋』監督：冨田卓 桑尾恭枝役
2021年 「新デコトラのシュウ・鷲」監督：香月秀之 女性1役
2021年 「お終活」監督：香月秀之 セミナー参加者役
2020年 「顔」監督：島田伊智郎 掛川刑事役
2020年 「黄龍の村」監督：阪元裕吾 村人役
2020年 「あなたみたいになりたくない」監督：川崎僚 レストラン店員役
2019年 「役員やりませんか？」監督：高橋浩

「黒ダイヤの香り」監督：早川恵介 博物館学芸員役
2018年 「サチュレーションZERO」監督：向井宗敏 山内郁子役

2018年 「Day７」監督：飯野歩 安藤ゆり役（第3回ネットシネマフェス女優賞3位）

2017年 「アイドル大戦」監督：巨椋修 幽霊 兼 宇宙捜査官役

2017年 「恐怖の別荘」監督：香月秀之 霊の視える女役

2017年 「もしもに愛を。」監督：宮本ともこ 滝野川礼子役

2016年 「天使にアイムファイン」監督：園田映人 看護師B役
＜TV＞
2023年 カンテレ 「合理的にあり得ない」第4話 看護師B役
2018年 EX 日曜プライム 「深層捜査 SP」監督:香月秀之 若い頃の幸子役
2018年 TX 「ウルトラマン R/B 」 訪問者役
2018年 TX 「ミッドナイトジャーナル」監督：佐々部清 刑事役
2017年 EX 日曜ワイド 「深層捜査 2」監督:香月秀之 刑事役
＜WEB＞
2022年4月〜Web 連続ショートドラマ「愛のシンデレ男」監督:早川恵介 脚本:成子貴也 モデル事務所のヒステリーなOL役
2018年1月～ Pococha(ポコチャ)公式ライバー 株式会社 DeNA 運営
＜企業系＞
2020年 NECヒアラブル ホラーサウンドコンテンツ

高橋浩監督「ヒトガタの村」タカシ役 早川恵介監督「鈴の音」静江の母役、他

2018年 NECヒアラブルデバイスプレゼン映像 母親ゾウ・狛犬の声

＜自主映画＞

2022年「退屈なかもめたち」監督：鈴木秀幸 細川あや役 池袋シネマロサ上映

2021年「sheQ」監督:箭内知明 中田エリー役

※ニース国際映画祭2022等多数受賞。

2021年「WHO IS BAD?〜ロック侍の雄叫び〜」監督:笹本ゆり 伏見宣子役

※WRPN.TV Short and Loose Global Film Festival Competition 優秀賞 助演女優部門 笹本ゆり ※WRPN Women‘s International Film 
Festival 特別功労賞 助演女優部門 笹本ゆり ※Tokyo International Monthly Film Festival 最優秀アクティング賞 ※ Depth of Field 
International Film Festival 功労賞 助演女優部門 笹本ゆり

2020年「BRIGHT PEOPLE」 監督:笹本ゆり 主演 ※Hyderabad International Film Festival

最優秀女優賞 笹本ゆり

2020年「あかいひ」監督:下山珠生 清水恵子役

2020年「Can't judge〜Corona and the Japanese government 20XX version〜」 監督:笹本ゆり ハル役、王林役 ※第21回サンディエゴ・ア
ジアン映画祭上映他、20か国の映画祭で入選、42冠以上受賞中。 ※WRPN Women’s International Film Festival

優秀賞 主演・助演女優部門 笹本ゆり

※Depth Of Field International Film Festival Competition summer 2020 特別功労賞 主演女優部門 笹本ゆり ※ So You Think You Can 
Direct / Act 特別功労賞 助演女優部門 笹本ゆり

受賞状況

https://sasamotostudio.themedia.jp/posts/11875013
2019年 「やわらかくなる」監督：下山珠生 野沢由里子役

※第13回田辺・弁慶映画祭入選作品
2018年 「ヒロインになれちゃうの？」監督：永山雅夫 主演 華子役
2018年 「かもめ座の日々」 監督：鈴木秀幸 細川あや役
＜イベント＞
2016年 M-leap主催「Grandir vol.5」 ファッションショー出場
2011年 清水総合開発 港北セントレーヌモデル
＜CF／広告＞
2020年 ソニー生命（VP） 津村素世役
2017年 コロプラ動画広告 40代独身OL役

主な出演作品
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