さとう珠緒
珠緒

旧芸名

生年月日 1974/01/02
出身地

千葉県船橋市

【フィルモグラフィ】
世界から希望が消えたなら。 (2019)

出演 :御祖磯子

劇場版 横浜見聞伝スター☆ジャン Episode：Final (2018)

出演

フェイクドキュメントドラマ

出演 :本人

ピストル楊

プロデューサーK II (2017)

５ (2017)

出演

白鳥麗子でございます！ THE MOVIE (2016)

出演 :ママ（白鳥華子）

白鳥麗子でございます！ (2016)

出演 :ママ（白鳥花代）

ピストル楊

出演

４ (2016)

横浜見聞伝スター☆ジャン Episode：2 (2016)

出演

空と海のあいだ (2014)

出演 :堀江陽子

クラッキングライフ (2014)

出演

シェリー (2013)

出演

晴れのち晴れ、ときどき晴れ (2013)

出演

蠢動

出演 :香川由紀

－しゅんどう－ (2013)

ピストル楊

２

PISTOLACTION (2013)

出演

ピストル楊

３

Once Upon A Time (2013)

出演

実録マフィアンヤクザ VＩＩ

ＭＲ

医薬情報担当者

GROUNDDOCUMENT (2013)

fourthstage

出演

フェーズIV (2013)

出演

極妻代紋 (2013)

出演

横浜見聞伝スター☆ジャン Episode：1 (2013)

出演

ピストル楊 (2012)

出演

忘れられない、あの夏 (2010)

出演

ハンドメイドエンジェル (2010)

出演

交渉人

出演

堂本零時 (2010)

ＭＲ

医薬情報担当者 (2010)

出演

刺青

匂ひ月のごとく (2009)

出演 :藤堂陽花

希望ヶ丘夫婦戦争 (2009)

出演 :猫田弘子

LOVE GAME (2009)

ゲスト出演

赤川次郎ミステリー

４姉妹探偵団 (2008)

ゲスト出演

ブラブラバンバン (2007)

出演

だめんず・うぉ～か～ (2006)

ゲスト出演

筒井康隆劇場

出演

エロティックな総理 (2006)

ヅラ刑事（ヅラデカ） (2005)

出演

いらっしゃいませ、患者さま。 (2005)

出演

小悪魔な女になる方法 (2005)

出演

釣りバカ日誌１５

出演 :鯛子

ハマちゃんに明日はない !? (2004)
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ウルトラＱ

～dark fantasy～ (2004)

一番大切なデート

ゲスト出演

東京の空・上海の夢 (2004)

出演 :田口さと実

ナースマンがゆく (2004)
デコトラの鷲（しゅう）

釣りバカ日誌１４
銃声

出演 :石川さくら

祭りばやし (2003)

出演 :茜

お遍路大パニック！ (2003)

出演 :鯛子

LAST DROP OF BLOOD (2003)

出演

共犯者 (2003)

出演 :渡辺由梨

西村京太郎サスペンス

探偵左文字進／失踪 (2003)

出演

西村京太郎サスペンス

探偵左文字進／鶴富姫伝説の殺意 (2003)

出演

釣りバカ日誌１３
ピカレスク

ハマちゃん危機一髪！ (2002)

出演 :鯛子

－人間失格－ (2002)

出演 :戸山初枝

ミスター・ルーキー (2002)

出演

自殺サークル (2002)

出演 :看護婦・川口陽子

ネット探偵アイコ (2002)

出演

ネット探偵アイコ II (2002)

出演

西村京太郎サスペンス

探偵左文字進／三人目の女 (2002)

出演

西村京太郎サスペンス

探偵左文字進／避暑地の殺人者 (2002)

出演

悪名 (2001)

出演 :お絹

悪名２ (2001)

出演 :お絹

西村京太郎サスペンス

探偵左文字進／空巣と殺人 (2001)

出演

西村京太郎サスペンス

探偵左文字進／殺人ツアーにようこそ (2001)

出演

聖石傳説 (2000)

声の出演（日本語吹替版）
:如冰

とび★うおーず (2000)

声の出演（日本語吹替版）
:ステラ

おれ、ぼく、あたし。 (2000)

出演

綾辻行人・有栖川有栖からの挑戦状／安楽椅子探偵の聖夜
(2000)
西村京太郎サスペンス

消えたテディベアの謎

探偵左文字進／汚れた勲章 (2000)

出演
出演

劇場版ポケットモンスター／ピカチュウたんけんたい (1999)

ナレーション

西村京太郎サスペンス

出演

東京龍

探偵左文字進／封印された殺人 (1999)

トウキョードラゴン (1997)

出演

激走戦隊カーレンジャーＶＳオーレンジャー (1997)

出演

超力戦隊オーレンジャー

出演 :丸尾桃／オーピンク

オーレＶＳカクレンジャー (1996)

愛の風 (1996)

出演

超力戦隊オーレンジャー (1995～1996)

出演 :丸尾桃／オーピンク

超力戦隊オーレンジャー (1995)

出演 :丸尾桃（オーピンク）
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