
梨本謙次郎　（なしもと　けんじろう）
　　　　　　　　　　　　　　

生年月日　１９６１年８月１０日　神奈川県出身
サイズ：身長１７６cm 体重６５kg 

 B-９７cm W-８１cm H-９５cm  F-２６cm
資格：自動二輪免許　　普通自動車免許

特技：剣道三段

 

 株式会社 エムアール 

      〒160-0022 新宿区新宿１‒３５‒１０ カテリーナ新宿御苑４０１ 

     TEL  03-3358-8078(代）FAX 03-3358-7473   

info@mrcreative.net



芸歴 
 

【映画】 
1993 年  「人間交差点 雨」 （平山秀幸監督） 
1995 年  「道中師 怨み掏ります 恋も掏ります」 主演 （津島勝監督） 
1996 年  「モスラ」 （米田興弘監督 川北紘一特技監督） 
1997 年  「陽炎 ３」 （吉田啓一郎監督） 
2000 年  「ケイゾク/Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｄｒｅａｍｅｒ」 （堤幸彦監督） 
2000 年  「浪花の雀刺 ①②」 主演 （高瀬將嗣監督） 
2007 年  「マリと子犬の物語」 （猪股隆一監督） 
2016 年  「人生の約束」 （石橋冠監督） 
2016 年  「超高速！参勤交代 リターンズ」 （本木克英監督） 
  
【舞台】 
博品館劇場   「昨日、悲別で オン・ステージ」  
パルコ劇場   「ビロクシーフルース」  
FM 東京ホール  「八月の濡れた砂」  
銀座セゾン劇場 「幕末太陽傳」  
博品館劇場     「暗くなるまで待って」  
パルコ劇場     「ラヴ・レターズ」  
アートスフィア 「サザエさん」（マスオ役）  
アートスフィア/神戸オリエンタル劇場 「夜曲」  
『劇』小劇場   「季節はずれの雪」  
紀伊國屋／こまつ座 「泣き虫なまいき石川啄木」  
紀伊國屋／こまつ座 「人間合格」  
青山劇場       「奇跡の人」  
富良野 GROUP 公演 2009 夏 「歸國」作・演出 倉本聰  
紀伊國屋／こまつ座 「シャンハイムーン」  
富良野 GROUP 公演 2010 夏 「歸國」作・演出 倉本聰 
東宝「菊次郎とさき」演出 石橋冠 
 
【CM】 
Johnson＆Johnson 「デンタル－H」 
 
【最近のドラマ・代表作】 
2022 年   テレビ東京   「駐在刑事 SP2022」 

 BS テレ東   「最果てから、徒歩 5 分」1 話 2 話 3 話 
NHKBS     BS 時代劇「大岡越前」第 6 回  
テレビ東京   「駐在刑事 season3」レギュラー    

2021 年  ネットドラマ   関東ホーム Re ルーム物語Ⅱ 日本一の絶対職人になるぞ！～ガールズ編～ 
テレビ東京     「駐在刑事 SP2021」 

2020 年   テレビ朝日       スペシャルドラマ「白日の鴉 2」 
           テレビ東京     「駐在刑事 season2」レギュラー   
2019 年  テレビ朝日    「やすらぎの刻」（テレビ朝日） 
           東海テレビ     「それぞれの断崖」レギュラー 
      フジテレビ      世にも奇妙な物語「しらず森」 
2018 年  テレビ東京      「駐在刑事」レギュラー 
      NHKBS          BS 時代劇「鳴門秘帖」レギュラー 
      テレビ朝日    「未解決の女 警視庁文書捜査官」 
      Dtv オリジナルドラマ・関西テレビ 「不能犯」 
2017 年  テレビ朝日   「刑事 7 人」3 話 
     NHKBS      BS 時代劇「大岡越前」1 話 
     テレビ朝日    土曜ワイド劇場「家裁調査官・山ﾉ坊晃 2」 
     テレビ東京    水曜ミステリー９「犯罪科学分析室 電子の標的 3」 
               テレビ朝日    土曜ワイド劇場「監察官・羽生宗一 5」 
          テレビ朝日       土曜ワイド劇場「パーフェクト弁護士～南蛇井律子」 
2016 年   テレビ東京      水曜ミステリー９「共犯 元刑事 永井耕作の誘拐捜査」 
     テレビ朝日      土曜ワイド劇場 終着駅 VS 事件記者「誇りある被害者」 
          テレビ朝日    木曜ミステリー「科捜研の女 春スペシャル」 
     NHKBS         BS 時代劇「立花登青春手控え」4 話 
     テレビ朝日    土曜ワイド劇場 西村京太郎トラベルミステリー66「釧路・帯広殺人ルート」 
     TBS             月曜名作劇場「女取調官 4」 
     TBS            湊かなえ×ドラマ特別企画「往復書簡～十五年後の補習缀」 
     時代劇専門チャンネル    鬼平外伝 最終章「四度目の女房」 
     テレビ東京      水曜ミステリー９「駐在刑事 4」 
     東海テレビ      オトナの土ドラ「とげ 小市民 倉永晴之の逆襲」7・8 話 



 
 
2015 年   TBS             月曜ミステリーシアター「警部補・杉山真太郎～吉祥寺署事件ファイル」1 話 
      NHK             土曜時代劇「一路」セミレギュラー 
      テレビ朝日       土曜ワイド劇場「司法教官・穂高美子 4」 
            テレビ東京       水曜ミステリー９「特命おばさん検事! 花村絢乃の事件ファイル 4」 
      テレビ東京       水曜ミステリー９「駐在刑事 3」 
      BS ジャパン      火曜スペシャル「山本周五郎人情時代劇」『なみだ橋』第 1 話 
2014 年     テレビ朝日       松本清張ドラマスペシャル「黒い福音～国際線スチュワーデス殺人事件～」 
      テレビ朝日       土曜ワイド劇場「棟居刑事の夜の虹」 
      TBS             月曜ゴールデン「税務調査官・窓際太郎の事件簿 27」 
      テレビ朝日       土曜ワイド劇場 終着駅 VS 事件記者「家族の食卓」 
      NHK             木曜時代劇「鼠、江戸を走る」 
      テレビ朝日       土曜ワイド劇場「再捜査刑事・片岡悠介Ⅵ」 
      BS 日テレ        BS 日テレオリジナルドラマ 松本清張「わるいやつら」 
      TBS             月曜ミステリーシアター「ホワイト・ラボ～警視庁特別科学捜査班～」3 話 
      テレビ東京       水曜ミステリー９「警察大学校 日丸教授の事件ノート」 
      スカパー！×時代劇専門チャンネル     オリジナル長篇時代劇「闇の狩人」 
      日本テレビ    水曜ドラマ「花咲舞が黙ってない」9 話 
      TBS       日曜劇場 「おやじの背中」3 話『なごり雪』 
      テレビ朝日    土曜ワイド劇場「心理学教授・兼坂守の捜査ファイル」 
      関西テレビ    「素敵な選 TAXI」2 話 
 
 
 
NHK   大河ドラマ「葵・徳川三代」 
NHK   連続テレビ小説「走らんか」(セミレギュラー) 
NHKBS  BS 時代劇「妻は、くノ一」レギュラー 
NTV   水曜ドラマ「花咲舞が黙ってない」9 話 
TBS   ドラマ特別企画 こうのとりのゆりかご～「赤ちゃんポスト」 
MBS   ドラマ 30「あしたは晴れる」(レギュラー) 
CX      「剣客商売スペシャル 春の嵐」  
CX    松本清張スペシャル「顔」 
EX    木曜ドラマ「菊次郎とさき」レギュラー      
 
                                                                                  他多数 
                      


