
アジア最高の美少女が、“アジア最高の美女”に 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

紗綾 (Saaya) 
生年月日：１９９３年１１月１５日 出身地：福岡県北九州市 Instagram：@saaya_official_ 

身長：１５１ｃｍ   血液型：Ａ型   靴のサイズ：２２.５cm  

資格：書道５段、普通運転免許（MT）   特技：ダンス、殺陣  

趣味：映画鑑賞、マラソン（北九州マラソン2020完走 4時間55分）、HADO、ゴルフ 

 

＜主な出演作品＞ 

 

テレビ  TBSテレビ 「王様のブランチ」、 テレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」

日本テレビ 「ダウンタウンDX」 「有吉反省会」 、 フジテレビ「スカッとジャパンTV」 

ドラマ  2010年 TBSテレビ 連続ドラマ「ハンマーセッション」レギュラー出演 

映画  2009 年「山形スクリーム」（監督：竹中直人） 敏酒圭 役 

舞台  2018 年「雲の向こう、約束の場所」（原作：新海誠）東京国際フォーラム ホール C 

雑誌表紙 「週刊プレイボーイ」（集英社）※史上最年少表紙記録（１２歳） 

「週刊 FRIDAY」（講談社）※史上最年少表紙記録（１４歳） 

「週刊ヤングサンデー」（小学館）※最終号表紙 他多数 

写真集  2015 年「紗綾」※第４７回講談社出版文化賞 写真賞受賞  他１６作品出版  

その他  2011 年〜現在 北九州市特命観光大使  

2019 年〜現在 双葉社 週刊大衆「昼飲み紗綾」毎週連載中 



【映画】                                                                    

２０１６年  「民暴２」  ヒロイン 藤沢希美子 役  監督：貝原クリス 

       「民暴」   ヒロイン 藤沢希美子 役  監督：貝原クリス 

２０１５年  「闇金ドックス」  松本舞香 役  監督：土屋哲彦 

２０１４年  「ハニーフラッパーズ」  メインキャスト 由真 役  監督：笹木恵水 

２０１１年  「おー！まい！ごっど！神様からの贈り物」  ヒロイン 二階堂セレナ 役  監督：六車俊治 

       「メリーさんの電話」  主演 神崎美奈子 役  監督：三原光尋  

２０１０年  「ムラサキカガミ」  主演 神崎美奈子 役  監督：三原光尋 

２００９年  「アンダンテ〜稲の旋律〜」  メインキャスト 高岡奈央 役 監督：金田敬 

       「山形スクリーム」  メインキャスト 敏酒圭 役  監督：竹中直人 

       「ヨムトシヌ DEATH COMIC」  監督：福田是久、田尻裕司 

２００８年  「猫ラーメン大将」  ミキ 役  監督：河崎実 

       「制服サバイガールI」  メインキャスト  監督：金子大志 

       「ロックンロール★ダイエット」  江口ひかり 役  監督：元木隆史  

       「ハード・リベンジ、ミリー」  メインキャスト ユマ 役  監督：辻本貴則 

「Girl’s	BOX ラバーズ☆ハイ」  監督：佐藤太 

２００６年  「口裂け女」  中島志穂 役  監督：白石晃士 

       「神の左手 悪魔の右手」  アユ 役  監督：金子修介	
       「かにゴールキーパー」  友葉 役  監督：河崎実	
       「渋谷怪談 THE	 リアル都市伝説」  菅沼千尋 役  監督：福谷修	
	
【テレビドラマ】                                                               

２０１６年  TOKYO MX TV  「ゆるい」  紗綾 役 （レギュラー） 

２０１３年  TOKYO MX TV  「ファイヤーレオン」  ヒロイン 草柳ひいな 役 

２０１２年  TBSテレビ  月曜ゴールデン 「警視庁機動捜査隊２１６ episode３」  吉村留美 役 

       テレビ東京  「好好！キョンシーガール」  第５話  勝地真美 役 

       NHK総合  土曜ドラマスペシャル 「あっこと僕らが生きた夏」  メインキャスト 福島真紀 役 

２０１０年  NHK総合  土曜ドラマ 「チャンス」  第２話  ともみ 役 

       TBSテレビ  連続ドラマ 「ハンマーセッション」  メインキャスト 浅倉結衣 役 

       テレビ東京  「大魔神カノン」  上原サヤ 役 

２００９年  NHK総合  土曜時代劇 「オトコマエ！２」  第１０話  お里 役 

       NHK総合  ドラマ８ 「ゴーストフレンズ」  最終話  理沙 役 

       毎日放送  「執事喫茶におかえりなさいませ」  第８話 珠美 役 

２００８年  BS-i  「漫画喫茶都市伝説 呪いのマンナさん」  マンナ 役 

２００６年  日本テレビ 「地獄少女」  メインキャスト 柴田つぐみ 役 

       KBS京都他  「激闘！アイドル予備校」  主演  紗果 役 

【舞台】                                                                           

２０１８年  ４月  「雲のむこう、約束の場所」 鈴木みどり 役 東京国際フォーラム ホールC 

２０１７年  １０月 「ICE CREAM GOOD BYE」 ハナコ 役 新宿村LIVE 

９月  「百年の虎独２０１７」 主演  アキ 役 Geki地下Liberty 

８月  「すてきな三にんぐみ」 ゲスト  シスター 役  キンケロ・シアター 

       ４月  「ちるらん 新撰組鎮魂歌」 雀 役 森ノ宮ピロティホール・天王洲銀河劇場 

       ２月  「BIOHAZARD THE Experience」 アンドウ 役 ZEPPブルーシアター六本木 

２０１５年  １０月 「BIOHAZARD THE STAGE」 オリヴィア・プライス 役 EX THEATER ROPPONGI 

       ５月  「戦国無双 関ヶ原の戦い」 稲姫 役 シアター１０１０ 

       １月  「拳聖」  ルル 役 シアターサンモール 

２０１４年  ４月  「異人たちのラプソティ」  主演  美和 役 劇場MOMO 

２０１３年  ８月  「火男の火」  舞舞 役  紀伊國屋ホール 

２０１２年  ８月  「Noubell Vague」  主演  トリ 役  シアター・サンモール 

２０１１年  １１月 「半おに戦奇譚-AMAGI-改」  六行会ホール 

       ４月  「堕天・神殿・遅咲きの蒼」  徳川邑葉 役  前進座劇場 



【バラエティ】                                                                   

２０１８年  テレビ東京  「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」 

２０１６年  SPEEDチャンネル  「ほしに願いを…」 （レギュラー） 

       SPEEDチャンネル  「飲む！打つ！勝つ！」 （レギュラー） 

       フジテレビ  「スカッとジャパンTV」 

２０１５年  TOKYO MX TV  「Japania-TV」 （レギュラー） 

       フジテレビ  「鶴瓶のうるさすぎる新年会」 

２０１４年  ファミリー劇場  「緊急検証！シリーズ第１０弾 ２０１５年度版 超新約黙示録」 

       ABCテレビ  「雨上がりのやまとナゼ？しこ」 

       日本テレビ  「有吉反省会」 

       読売テレビ  「ダウンタウンDX」 

２０１３年  TBSテレビ  「王様のブランチ」 （レギュラー） 

       TBSテレビ  「踊る！さんま御殿！！」 

２０１２年  読売テレビ  「ダウンタウンDX」 

２０１０年  関西テレビ  「稲川淳二の投稿怪談２０１１」 

       読売テレビ  「ダウンタウンDX」 

       テレビ埼玉  「稲川大百怪 噂の百物語」 

       「FUJIWARAのお笑い芸人 絶叫！タイマンバトル」 

２００９年  読売テレビ  「ダウンタウンDX」 

       日本テレビ  「ザ！世界仰天ニュース」 

       読売テレビ  「浜ちゃんが！」 

２００７年  NHK教育テレビ  「土曜かきこみTV」 （レギュラー） 

２００５年  テレビ東京  「給与明細」 

 

【ラジオ】                                         
２０１５年４月〜２０１８年１１月１５日  MBSラジオ  「イマドキッ」 （レギュラー） 

２０１０年４月〜２０１２年１０月  HiBiKi Radio Station  「南條愛乃と紗綾のイモートコントロール」 

２００６年７月〜９月  ラジオ大阪  「激闘！アイドル予備校」 

 
 
【写真集】                                                               

２０２０年  「１００％FLESH !」 週刊ポストデジタル写真集 （小学館） 

２０１８年  デジタル版オリジナル写真集 「Last Scene」 FRIDAYデジタル写真集 （講談社） 

２０１５年  「紗綾」 （講談社） ※第４７回講談社出版文化賞 写真賞受賞 

２０１３年  「IS」 （ワニブックス） 

２０１２年  「I am...」 （ワニブックス） 

       「AiRen」 （講談社） 

２０１１年  ヤングマガジン特別編集 「Seventeen’s Dreams」 （講談社） 

       ヤングマガジン特別編集 「ロコガール」 （講談社） 

２００９年  「Innocent girl」 （小学館） 

２００８年  「Virginal Saaya」 （小学館） 

       「私立紗綾女子学園中等部」 （講談社） 

       「Road」 （小学館） 

２００６年  「ツボミ」 （集英社） 

２００５年  「紗綾１１歳」 （ぶんか社） 

 
 
【DVD】                                             
２０１８年  「紗綾愛」 

２０１７年  「Love U〜揺れる距離感〜」 

       「今、愛してくれますか？」 



２０１６年  「愛forU〜妄想Lover’s〜」 

２０１５年  「愛体〜LOVE BODY 10years」 

２０１４年  「愛時〜アイドキ〜」 

       「Age20-天然色-」 

２０１３年  「紗綾１９-Future-」 

       「紗綾１９-Memories-」 

「恋愛ローテーション〜愛される為の方程式〜」 

       「夏夢〜COME〜」 

２０１２年  「恋詩」 

       「ずっと、きっと。」 

       「Splash!」 

       「紗綾１８ アシメトリー –asymmetry-」 

       「紗綾１８ ゴシックドール -GOSICK DOOL-」 

       「紗綾１８ 卒業 -graduation-」 

「純情愛」 

２０１１年  「純恋愛」 

       「紗綾 THE GAME モウ、キミハボクノモノ 

「紗綾１７ セブンティーン -Pure-」 

２０１１年  「紗綾１７ セブンティーン -Sexy-」 

２０１０年  「紗綾１６ シックスティーン -3set-」 

       「紗綾１６ シックスティーン -2set-」 

       「紗綾１６ シックスティーン -1set-」 

「紗綾のプライベートジャーニーin北海道③ ドキドキ体験編」 

       「紗綾のプライベートジャーニーin北海道② ドキドキふれあい編」 

       「紗綾のプライベートジャーニーin北海道① ドキドキ温泉編」 

２００９年  「紗綾１５-０ フィフティーン・ラブ COMPLETE BOX」 

       「紗綾１５-０ フィフティーン・ラブ -３set-」 

  「紗綾１５-０ フィフティーン・ラブ -２set-」 

       「紗綾１５-０ フィフティーン・ラブ -１set-」 

２００８年  「LOVE１４」 

       「SA-YA!」 

       「紗綾 THE BEST」 

２００７年  「Pure Smile」 

２００６年  「紗綾の休日」 

       「アクアガール２」 

       「アクアガール」 

       「BLOOM」 

２００５年  「Little Legend」 

       「紗綾 さあや１１歳」 

 

【広告・CM】                                                             

２０１９年  光研 ナイトブラ 「グラマラスエンジェル」 イメージキャラクター 

２０１９年  株式会社エクスドリーム不動産 「EXAM 若林 II」 広告動画 

２０１４年  マルギングループ イメージキャラクター 

２０１３年  KDDI株式会社 「au未来研究所」 メインキャラクター 

北九州市選挙管理員会事務局 「北九州市議会議員一般選挙」 PR 隊長 

２０１２年  ライオン株式会社 「グロンサン強力内服液」 イメージキャラクター 

２０１０年  株式会社資生堂  「シーブリーズ」 

２００９年  スパワールド世界の大温泉 「デスループ」 

２００５年  株式会社エポック社 「東京フレンドパーク II スペシャル」  

 



【Web】                                           
２０１９年〜         北九州市 PR 動画 「来た急に、恋」 全国広報コンクール 入選 

２０１５年〜２０１６年  北九州市 PR 動画  「北九州見チャリ！」 

２００９年     「秘境駅 紗綾と行く鉄道の旅」  インターネット TVgoomo 

２００５年    「空気」  さつき 役  総務省 （財）明るい選挙推進協会 

 

 

【その他】                                          

２０１８年〜2019年 Champion CPFU 芸能人最速ランニングチーム 

 

２０１６年  キックボクシング 「KNOCK OUT」 オフィシャルサポーター 

コーエーテクモゲームズ 「１００万人の WINING POST」 

       久留米競輪 「第１３回読売新聞社杯全日本選抜競輪 GI」 副応援団長 

 

２０１１年〜  「北九州市特命観光大使」  

 

２００９年  株式会社カプコン 「バイオハザード」 シリーズ１５周年応援リーダー 

 

 

【SNS】                                              

 

Twitter  @SaayaOfficial      Instagram  @saaya _official _      TikTok  @saaya _official 

 

 

 

 

 

 

 

 

【業務委託事務所】                                          
 
紗綾マネジメント  
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-35-11 代官山タワー302 号室 
電話：03-6421-2896 FAX：03-6478-8386  
E-mail：info@saayaofficial.com 
公式 HP：https://www.saayaofficial.com 


