
 

（株）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 03-3358-0071(代) FAX 03-3358-7473 
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生年月日：1958 年 7 月 10 日 

出身地 ：東京都 

 

サイズ ：身長-182 ㎝ 体重-78 ㎏ 

B-95 W-85 H-99 F-27 

首回り-42 頭回り-60 肩幅-44 

袖丈-62 着丈-79 ゆき丈-82 

股下-83.5 内股（くるぶし）-74 

内股(かかと)-82 ズボン丈-108 

スーツサンプルサイズ-50 

 

資格 ：自動二輪免許 普通自動車免許 

 

趣味 ：車 オートバイ スキー ゴルフ 

 

 

劇団ミスタースリムカンパニー出身 

 

劇団東京ロックンパラダイス主宰 
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芸歴 

 

【映画・ビデオ】 

’82   東宝   『私をスキーに連れてって』 

’83   東宝   『海へ See you』  

    松竹   『バカヤロー！』 

’89   東映   『螢』 

’90   東宝   『どっちもどっち』 

    東映   『ゴールドラッシュ』 

’93   東映   『修羅場の人間学』 

’94       『イルカに逢える日』 

’95       『お日柄もよくご愁傷さま』 

’99       『梁山泊パチプロ列伝シリーズ』 

’01       『おんな国衆一揆（熊本のみ）』 

’02   東映   『ベースボールキッズ』 

        『GUN CRAZY』 

’06       『I am 日本人』 

’07       『新・首領への道』 

        『新・首領への道 第三・四部』 

        『極道への紋章』 

’08       『湾岸フルスロットル GT-R 伝説』 

        『新・首領への道 第五・六部』 

’11       『五日市物語』 

’15                  『若頭暗殺』 

【テレビ】 

’84   NTV   『昨日、悲別で』（主役 レギュラー） 

    STV   『鬼峠』（主役） 

’86   NTV   火曜サスペンス劇場 『聖夜に愛が死んだ』 

    CX    『ライスカレー』（レギュラー） 

    NHK   『武蔵坊弁慶』（レギュラー） 

    NHK   スペシャルドラマ 『旅はおしゃれに』 

’87   NHK   銀河テレビ小説 『はねっかえり純情派』 

    CX    『北の国から’87』 
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    TBS   東芝日曜劇場 『愛、風のように』 

    TBS   東芝日曜劇場 『振り向けば通り雨』 

  TBS   東芝日曜劇場 『カラス泣いたか笑ったか』 

    CX    『クセになりそな女たち』（レギュラー） 

’88   CX    第一生命スペシャル 『ボクたちの宝島』 

    CX    男と女のミステリー 『並木通りの男』 

’89   CX    『抱きしめたい！』（準レギュラー） 

    CX    『君が嘘をついた』（レギュラー） 

    TBS   土曜ドラマスペシャル 『まくりの勝ちゃん一発逆転』 

    CX    直木賞作家サスペンス 『影の殺意』 

    TBS   ドラマ 23 『夫婦 2 組あぶない同居』 

    NTV   『ハロー！グッバイ』（レギュラー） 

    CX    『ハートに火をつけて』（レギュラー） 

    TBS   ドラマチック 22 『親父の一番長い日』 

    NTV   『恋人の歌がきこえる』（レギュラー） 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『六月の花嫁 4 新婚』 

’90   CX    『世界で一番君が好き』（レギュラー） 

    NTV   カネボウヒューマンスペシャル 『光れ隻眼 0.06』 

    TBS   春のドラマスペシャル 『Ｙ殺人事件』 

    TBS   ドラマスペシャル 『普通の結婚式』 

    NTV   ナショナルスペシャル 『キスの温度 一番近い他人』 

    TBS   土曜ドラマスペシャル 『夫婦 2 組危ない関係』 

    CX    世にも奇妙な物語 『猿の手様』 

    NTV   『刑事貴族』（レギュラー） 

’91   TBS   『ナースステーション』 

    TBS   ドラマチック 22 『Ｈ殺人事件』 

    NHK   連続ドラマ小説 『君の名は』 

    CX    世にも奇妙な物語 『息子帰る』（主役） 

    CX    『LOVE −最後の質問−』 

    TBS   『結婚したい男たち』（レギュラー） 

’92   CX    『学校へ行こう！』 

    テレビ東京 日曜ラブストーリー『幸せを急がないで』 

    テレビ朝日 『真夜中は別の顔』（レギュラー） 
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    テレビ朝日 『真夏の刑事』（レギュラー） 

    NTV   DORAMACAN! 『悪女（わる）』（レギュラー） 

    TBS   『ずっとあなたが好きだった』（レギュラー） 

    NTV   ドラマシティ’92 『いまも友だちいますか？』 

    テレビ朝日 『大空港’92』（レギュラー） 

    テレビ朝日 柴門ふみスペシャル 『泣きながらトライアングル』 

    CX    ドラマスペシャル 『サザエさん』 

’93   テレビ朝日 新春ドラマスペシャル 『家族日和’93』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『石狩川殺人水系』 

    CX    山田太一スペシャル 『秋の駅』 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『2 時間 7 分の身代金』 

    NTV   ドラマスペシャル 『天国に一番近いママ』 

    CX    金曜エンタテイメント 『サザエさん 2』 

    NTV   『彼女の嫌いな彼女』（レギュラー） 

    NTV   『はだかの刑事』（レギュラー） 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『犯行再現ビデオ』 

    CX    金曜エンタテイメント 『サザエさん 3』 

    テレビ朝日 『青春オフサイド』（レギュラー） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『松本清張スペシャル 鉢植えを買う女』 

    KTV   ファミリースペシャル 『悪妻は夫を伸ばす！ 落合博満夫妻物語』 

’94   KTV   『ホテルウーマン スペシャル’94』  

    TBS   『ダブルキッチン お正月スペシャル』 

    TBS   東芝日曜劇場 『スウィート・ホーム』（レギュラー） 

    テレビ朝日 『新空港物語』（レギュラー） 

    NTV   カネボウヒューマンスペシャル 『ばいばいフヒタ』 

    CX    世にも奇妙な物語 『影踏み』 

    NTV   『天国に一番近いママ Part2』 

    CX    ドラマスペシャル 『サザエさん 4』 

    テレビ朝日 山田太一スペシャル 『刑事の恋』 

    CX    金曜エンタテイメント 『細うで繁盛記』 

    テレビ朝日 大家族ドラマ 『嫁の出る幕』（レギュラー） 

    KTV   『福井さんちの遺産相続』（レギュラー） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『同居人カップルの殺人推理旅行』 
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’95   CX    お正月スペシャル 『サザエさん』 

    テレビ朝日 『味いちもんめ』（レギュラー） 

    CX    金曜エンタテイメント 『細うで繁盛記 2』 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『信濃のコロンボシリーズ 戸隠伝説殺人事件』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『同居人カップルの殺人推理旅行 2 赤い花の墓標』 

    TBS   『ジューン・ブライド』（レギュラー） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『女料理長 麻生祥子の推理』 

    CX    金曜エンタテイメント 『検察捜査』 

    CX    世にも奇妙な物語 『殺人者の高橋さん』 

    NTV   『たたかうお嫁さま』（レギュラー） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『同居人カップルの殺人推理旅行 3』 

’96   テレビ東京 『刑事追う！』（レギュラー） 

    テレビ朝日 『味いちもんめ』（ゲスト主役） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『同居人カップルの殺人推理旅行 4』 

    テレビ東京 『芹沢信雄のゴルフ熱中塾 Part2』(ゲスト) 

    テレビ東京 日本名作ドラマ 『子を貸し屋』 

    テレビ朝日 『闇のパープルアイ』（レギュラー） 

’97   CX    『三番テーブルの客』（伊丹十三監督） 

    テレビ朝日 テレビ大阪開局 15 周年ドラマスペシャル 『がんばりや！平成版どてらい女』 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『女検視官江夏冬子シリーズ 京都清水殺人事件』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『同居人カップルの殺人推理旅行 5』 

    テレビ朝日 『私を信じて』 

    CX    金曜エンタテイメント 『心はロンリー、気持ちは「…」Ⅹ 南の国から’97』 

    NTV   『伊東家の食卓』（レギュラー） 

’98   テレビ朝日 ’98 新春ドラマスペシャル 『味いちもんめ』 

    テレビ朝日 『愛しすぎなくてよかった』（レギュラー） 

    TBS    月曜ドラマスペシャル 『女検視官シリーズ 京都冬化粧殺人事件』 

    CX    金曜エンタテイメント 『チャイルドママの事件簿』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『いのち』 

    CX    『北の国から‘98−時代』 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『女検視官シリーズ 京都嵯峨殺人絵巻』 

    TBS   『麻意ちゃん、やさしさをありがとう』 

    テレビ朝日 月曜ドラマ・イン 『チェンジ』（第 3 話ゲスト） 
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    NTV   『世紀末の詩』（第 4 話） 

’99   テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『同居人カップルの殺人推理旅行 6』 

    CX    『抱きしめたい！ 世紀末スペシャル』 

    テレビ朝日 サタデードラマ 『笑ウせえるすまん ココロ痴漢』 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『女検視官江夏冬子シリーズ 京都宵山殺人事件』 

    NTV   バカヤロー！SPECIAL 『私、怒ってます』 

    TBS   山村美紗サスペンス 『京都雛人形殺人事件』 

    TBS   ドラマ特別企画 『千晶、もう一度笑って』 

’00   CX    『盤獄の一生』 

    テレビ朝日 木曜ミステリー 『別れる二人の事件簿』（レギュラー） 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『本人訴訟』 

    KTV   ドラマスペシャル 『火消し屋小町』 

    NTV   『布施博・高田純次 爆笑オジンライダーアメリカ大陸横断！』 

’01   NTV   火曜サスペンス劇場 『だます女・だまされる女』 

    CX    金曜エンタテイメント 『同窓生』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『だます女・だまされる女 2』 

    福岡放送  FBS 感動ドラマスペシャル 『家族って何？』 

    テレビ東京 女と愛とミステリー 『悪の仮面』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『だます女・だまされる女 3』 

’02   NTV   火曜サスペンス劇場 『松本清張スペシャル 一年半待て』  

    CX    『北の国から 2002 遺言』 

    テレビ東京 女と愛とミステリー 『犬笛』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『だます女・だまされる女 ４』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『十字路』 

    NHK   NHK スペシャル 『変革の世紀』 

’03   テレビ東京 女と愛とミステリー 『駐在夫婦の事件日誌』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『屋形船の女』 

    テレビ東京 女と愛とミステリー 『犯罪交渉人ゆり子 3』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『だます女・だまされる女 6』 

    NTV   『警視庁鑑識班 File2』 

    CX    金曜エンタテイメント 『完全再現！北朝鮮拉致 25 年目の真実』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『京都金沢鶴の恩返し殺人事件』 

    TBS   『エ・アロール』 
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    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『法医学教室の事件ファイルⅩⅧ』 

    NTV   『俺たちの旅』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『通いの天使』 

’04   テレビ東京 女と愛とミステリー 『刑務所の医者 若宮冴子』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『だます女・だまされる女 7』 

    TBS   月曜ミステリー 『探偵左文字進 9』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『おとり捜査官・北見志穂 8』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『検事霞夕子 24・隣の関係』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『だます女・だまされる女 8』 

    テレビ朝日 シナリオ大賞ドラマ 『さよならの花びら』 

    テレビ東京 女と愛とミステリー 『熱血刑事吉永誠一 2』 

’05   CX    『優しい時間』（レギュラー） 

    NTV   カネボウスペシャル 『溺れる人』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『だます女・だまされる女 9』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『瀬戸内しまなみ殺人潮流』 

    CX    『海猿』 

    NTV   『世にも奇妙な物語’05 秋の特別編—過去が届く午後』 

    テレビ東京 水曜ミステリー9 『下町おかず横町殺人事件簿』 

    テレビ朝日 木曜ミステリー 『新京都迷宮案内』 

’06   NTV   ドラマコンプレックス 『戦国自衛隊・関ヶ原の戦い』（前編・後編） 

    TBS   月曜ゴールデン 『西村京太郎サスペンス探偵左文字進 10』 

TBS   日曜劇場 『鉄板少女アカネ』 

CX    金曜プレステージ 『外科医鳩村周五郎 闇のカルテⅢ』 

CX    金曜プレステージ 『永遠へ』 

’07   NTV   火曜ドラマゴールド 『私の頭の中の消しゴム』 

TBS   月曜ゴールデン 『西村京太郎サスペンス 探偵左文字進 11』 

    テレビ東京 水曜ミステリー 『さすらい署長 風間昭平 7』 

    テレビ朝日 『菊次郎とさき』（8 話） 

    テレビ東京 金曜時代劇 『刺客請負人』(4 話) 

    ＮＴＶ   『有閑倶楽部』(2 話) 

    テレビ朝日 土曜ワイド 『終着駅の牛尾刑事ｖｓ事件記者冴子 路』 

’08   TBS   月曜ゴールデン 『西村京太郎サスペンス探偵左文字進 12』 

    テレビ朝日 『4 姉妹探偵団』（8 話） 
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    TBS   月曜ゴールデン 『西村京太郎サスペンス十津川警部シリーズ 14』 

    TBS   月曜ゴールデン 『西村京太郎サスペンス探偵左文字進 13』 

    ＮＴＶ   『ヤスコとケンジ』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『温泉若おかみの殺人推理スペシャル』 

    ＮＴＶ   サザンオールスターズ 33 曲連鎖ドラマスペシャル 『The 波乗りレストラン』 

    CX    『風のガーデン』 

’09   TBS   日曜劇場 『本日も晴れ。異状なし ～南の島 駐在所物語～』 

    TBS   パナソニックドラマシアター 『ハンチョウ』（11 話） 

    TBS   月曜ゴールデン 『西村京太郎サスペンス探偵左文字進 14』 

    テレビ東京 『ルビコンの決断』 

    TBS   『東京ウォーキングマップ』 

    テレビ朝日 『ダンディダディ』（3・6・7 話） 

TBS   金曜ドラマ 『オルトロスの犬』（7 話） 

テレビ朝日 ドラマスペシャル 『凍える牙』 

CX    『ひだまりの場所』 

’10   CX    土曜プレミアム 『地下鉄サリン事件十五年目の真相』 

    テレビ東京 『ルビコンの決断 関さば驚異のブランド戦略！』 

    テレビ朝日 『警視庁継続捜査班』（6 話） 

    テレビ朝日 『告発～国選弁護人』（1・2 話） 

    TBS   月曜ゴールデン 『西村京太郎サスペンス十津川警部シリーズ 45』 

’11   TBS   月曜ゴールデン 『西村京太郎サスペンス探偵左文字進 15』 

    TBS   『水戸黄門 第四十三部』（10 話） 

    CX    鬼平犯科帳スペシャル 『盗賊婚礼』 

    NTV   『日本が最も危なかった日』 

’12   テレビ朝日 水曜ミステリー9 『ガンリキ 警部補・鬼島弥一』 

    TBS   月曜ゴールデン 『西村京太郎サスペンス探偵左文字進 16』 

    テレビ東京 水曜ミステリー9 『ガンリキ 警部補・鬼島弥一②』 

’13      NTV       『解決！ナイナイアンサー』 

           NTV     『行列のできる法律相談所』 

           テレビ朝日 ドラマスペシャル 『味いちもんめ』 

           テレビ東京 水曜ミステリー９ 『ガンリキ 警部補・鬼島弥一 3』 

           テレビ東京 『中居正広のミになる図書館』 

           テレビ東京 『主治医が見つかる診療所』 
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         NTV      『踊るさんま御殿』 

           TBS     『もてもてナインティナイン』 

           テレビ東京 『嘘の証明 3 犯罪心理分析官 梶原圭子』 

        ＮＴＶ     水曜ドラマ『ダンダリン労働基準監督官』 11 話 

’14      ＮＴＶ     『金田一少年の事件簿 鬼火島殺人事件』 

        テレビ東京 『ＤＥＥＰナイト』 

        ＴＢＳ     『駆け込みドクター！』 

        テレビ朝日 『明石屋さんま Ｔｈｅコンプレックス』 

        NHK     NHK スペシャル NEXT WORLD11 寿命『長命化が始まった』 

‘15      BS ジャパン火曜スペシャル 松本清張ミステリー時代劇 『七草粥』２話 

        テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『火災調査官 紅蓮次郎１５』 

        TBS     『私の何がイケないの？』 

【舞台】 

’89   紀伊國屋ホール   『まだ見ぬ幸せ』（作・演出 松原敏春） 

    新宿ルミネホール   『秘密の二人』 

’92   パルコ劇場     『ラヴ・レターズ』 

’96   シアターコクーン   『ニングル』（作・演出 倉本聰） 

‘07   紀伊國屋サザンシアター 『まだ見ぬ幸せ』（作・松原敏春／演出・中嶋しゅう） 

 

【CD】 

’92   シングル 『ほろほろと』（アルファレコード） ネピア CF イメージソング 

’93   シングル 『愚かな夜』(アルファレコード) 

    アルバム 『夢の背中』(アルファレコード) 

    『夢の背中』コンサート 新宿厚生年金ホール 

’94   シングル 『風の果てに』（アルファレコード） 

 

【CF】 

’89～’93  山之内製薬 『ギネスゴールド』 

’90   大京観光住宅流通 

’90   ハインツ 『トマトケチャップ』 

’90～’93  安田火災 『海外旅行傷害保険』 

’91   三菱自動車 『ミラージュ』 

’92   王子製紙 『ネピア』 
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’92   アサヒビール 『エール 6』 

’93   エースコック 

’93   東京都選挙 

’94   UCC 『メジャー』 

’94   クラシアン 

’94   日本赤十字 献血 

’95   ろうきん 

’96   ハウス食品 『シチュー』 

’97～’01  紳士服コナカ 

’99～   九州電力 

 


