まさお

真青 ハヤテ
アクション演出 / コーディネーター
ＨＡＹＡＴＥ
生年月日：1980 年 11 月 21 日 (39 歳)
サイズ：身長 170cm／B93／W79／H93 / S 26.5
出生地：北海道 出身地：千葉県
特技：古武術空手（23 年 10 回以上の優勝経験）
パルクール（10 年）アクロバット（12 年）、野球
趣味 アクション・殺陣・乗馬
資格：空手免許皆伝、普通自動車免許、普通自動二輪免許、

海外制作ドラマ 主演（2020 年４月発表予定）
NHK 赤ひげ２

小島役

出演

映画 スペシャルアクターズ

上田慎一郎監督

映画 「KARATE KILL ／カラテ・キル」 主演

アクション監督・出演
/ ケンジ役

舞台 「プリンス・オブ・ストライド」出演・パルクール演出・指導・出演

公式 Twitter：HAYATE510MS
公式 HP：hayate510ms.jp/

HAYATE PROFILE
■TV
2020
2019

海外制作ドラマ 主演（2020年４月発表予定）
NHK 赤ひげ２ 小島役
カンテレ 「パーフェクトワールド」２話
AdemaTV [あれほど逃げろといったのに]
2018 TBS 「警視庁岡部班」 アクション監督/出演
フジテレビ 連続ドラマ『FINAL CUT 』監督 三宅喜重
アクション演出・指導（最終話出演）
NTV ドラマ「マジムリ学園」 佐藤東弥 監督
NTVドラマ「トーキョーエリアンブラザーズ」
マイケルアリアス監督
2017 SASUKE2017
CX「スポーツの神様」
2016 TOKYO MX ／サンテレビ「ゆるい」8 話
メインゲスト・黒木ハヤテ役＆アクション監督
■映画
2019 スペシャルアクターズ 上田慎一郎監督
アクション監督 出演
2018 「アイアンガール」
「曇天に笑う」鬼眼役 監督/本広克行
「LADY NINJA ・青い影」 アクション監督/出演
「YOKOHAMA BLACK5・6」
「きらきら眼鏡」
2017「忍びの国」パルクール演出協力
2016「KARATE KILL ／カラテ・キル」 主演/ ケンジ役
監督/ 光武 蔵人
フィラデルフィア・アンネームド映画祭「最優秀長編観客賞」受賞
アクションアワード2017 ベストアクション男優賞 ノミネート
「神宿スワン」アクション監督 監督/中山剛平 脚本/小林勇貴
2014「少女は異世界で戦った‐DENGER DOLLS -」
アーナンダー役 監督：金子修介
■広告
2019 UHA味覚糖 グミサプリ アクション演出
ACC CREATIVITY AWARDS シルバー賞受賞
株式会社ACE 「俺たちがつくってんだよ」メイン
2018 金冠堂「キンカン」アクション監督
ハウス食品
2017 みずほ 東京オリンピック 空手モデル
ソフトバンクジャステインビーバー 「空手家」＆空手演出
アウディ「型破り」だるまさんが転んだ 鬼役
パルクール監督兼務
任天堂マリオランTVCM 出演兼務
Sony PlayStation 「The Back Side of Remote Play 」
アクション演出
NISSAN Intelligent Mobility:the Nissan IMx concept
パルクール演出
2016 帝人ソロテックメイン＆アクション監督（イベント用映像）
上野クリニック UENOMANS リーダー役＆アクション監督
2015 日清食品TVCM「日清のどん兵衛カレーうどん」
忍者篇／監督：犬童一心
家庭教師のトライ「Try IT」青TVCM
KIRIN（中国）「魔力」-?酷篇-メインTVCM・
スチールガンホー「パズル＆ドラゴン」CM
KIRIN「メッツ」
■舞台
2019 「伊賀の花嫁」方南ぐみ 演出 樫田正剛
2018 「プリンスオブストライドTHE LIVE STAGE」
エピソード５ 石動敢役 アクション演出指導
2017 「ピッッツァ」 八手 健三役
2016 「プリンスオブストライドTHE LIVE STAGE」
エピソード1～４ アクション演出・指導
2013 「大きな星空の下で～織姫と彦星のメリークリスマス～」
脚本：ニイボシアタル／演出：秦秀明

■MV
水樹奈々「METANOIA」アクション演出・出演
福山 潤 「dis-communicate」
東方神起2018 LIVE映像 アクション演出
BOYS AND MEN 「進化理論」
a crowd of rebellion 「GorillaGorillaGorilla 」
Kis-My-Ft2 「EXPLODE 」パルクール監督
ユニコーン「すばやくなりたい」パルクール演出兼務
鈴村健一「HIDE -AND-SEEK」アクション監督
Suck a Stew Dry「GOEMON 」
SKE48
スキマスイッチ「パラボラヴァ」アクション監督＆出演
KANA-BOON「フルフドライブ」
CODE-V 「Never Ending Story」パルクール監督＆出演
SCREEN mode 「アメイジングザワールド」
パルクール演出・出演
CODE-V「Never Ending Story 」パルクール演出・出演
Kis-My-Ft2「3.6.5」
乃木坂46「ロマンスのスタート」
TellowStuds「脱線」アクション監督・メイン出演
KANA-BOON「フルフドライブ」
Dancing Dolls 「Ring Dong 」出演・殺陣演出
「DD JUMP 日本全国JUMP 化現象ver.」
氣志團「One Night Carnival 2013 」
栗林みな実「True Blue Traveler 」出演・パルクール演出
新里宏太「HANDS UP! 」
Nano「Be Free」パルクール演出
FAKY「Girl Digger 」
■雑誌
2013 マガジンハウス「Tarzan 」
マガジンマガジン「RUDO」
2012 マガジンハウス「GINZA」
■ラジオ
2017 TBS ラジオ「笹川友里のプレシャスサンデー」
FM横浜「加藤雅也BANGBANG BANG」
2016 かわさきFM「岡村洋一のシネマストリート」
2015 J-WAVE 「J-WAVE TOKYO MORNING 」
2014 かわさきFM「岡村洋一のシネマストリー」
■イベント
2019 ラディソンホテル パレード 忍者演出
2017 「RunGirl☆Night」オープニングアクト＆ユニクロCollection
アクティング演出&出演
2016 スズキ・インドネシア「SX4 S-CROSS 新車発表」
オープニングアクトメイン＆演出兼務
サンリオピューロランド（パレード）
パルクールコーディネート演出
2015 「伊賀の國忍者映画祭2015」イベントアクト演出・出演
2014 格闘技イベントREAL FIGHT「REAL1
オープニング、ハーフタイムアクト演出・メイン出演
テンセントゲームスバンダイ「NARUTO 五影会議」
新商品発表会オープニングアクト／うずまきナルト役
J-WORLD TOKYO「KAKASHI 暗殺戦術特殊部隊暗黒の死闘」
主演：はたけカカシ役
2013
目黒雅叙園イベントプロジェクションライブ
WELLA TREND VISION SUPER LIVE 2013
2012
GONG （シンガポール）
TOYOTA 新車発表 アクション演出・出演
HRYSLER 300c 新車発表 アクション演出・出演
2011
SPORTEC Reebok「XSPOT」

HAYATE

GALLERY

「KARATE KILL ／カラテ・キル」
主演 ケンジ役 ロサンゼルス撮影

HAYATE

WORK

フジテレビ連続ドラマ
『FINAL CUT 』

GALLERY
ジャンプ公式イベント
主演：はたけカカシ役

アクション演出・指導
（最終話出演）
監督

三宅喜重

上野クリニック
メインリーダー役
アクション監督兼務

プリンス・オブ・ストライド

石動敢役

1～５全シリーズアクション演出・指導

アクションアワード2017 ベストアクション男優賞
ノミネート

NTT 西日本アクション演出
イチロー選手へのパルクール指導

