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本名  ：同じ 

生年月日 ：1964 年 1 月 19 日 

出身地 ：岡山県 

サイズ ：身長-175 ㎝ 体重-67 ㎏ 

B-89 W-80 H-94 F-26.5 

首回り-36 頭回り-56 肩幅-47 

袖丈-57 背丈-50 股下-70 

資格  ：ホームヘルパー2 級 

大型自動車免許 

自動二輪免許（中型限定） 

趣味  ：飛込 スキー 射撃 落下傘 

特技  ：水泳 銃剣道 
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【舞台】 

’91   民話芸術座   『寝太郎物語』 

’92   民話芸術座   『河童の笛』 

’95   劇団いらっしゃい 『とかくこの世はろくでなし』 

’96   劇団いらっしゃい コントライブパーティー『Ari-Ari』 

    劇団いらっしゃい 『月曜日』 
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’97   劇団いらっしゃい 『コクオー』 

’98   コットンクラブプロデュース 『妙なこと』 

    劇団いらっしゃい 『家庭の医学』 

    劇団いらっしゃい 『夢で和えたら』 

’99   東京ビタースマイル 『秋のとなり』 

’00   東京ビタースマイル 『夜が揺れる』 

’02   コンクラーベ   『雨がやんだら』 

’04   コンクラーベ   『雲はきっと水になる』 

    コットンクラブプロデュース 『奪うこと』 

’05   劇団いらっしゃい 『コントライブ』 

’06   コンクラーベ   『タイトル未定』 

    まつもと市民芸術館 『水の話』 

    CAT プロデュース 『朗読劇天切り松闇がたり』（’09 年まで毎年シリーズ化） 

’08   コンクラーベ   『ファースト・フィナーレ』 

‘13      CAT プロデュース 『復刻天切松闇がたり第一夜闇の花道』 

【映画】 

’93   黒澤プロ  『まあだだよ』 

 

【CM】 

’05   「村田製作所」企業広告（2006～7 年 OA） 

 

【テレビ】 

’86   TBS   『夏・体験物語』 

’87   TBS   『ああ家族』 

    TBS   『男たちによろしく』 

    TBS   ドラマ 23『 むかし遊んだ二人』 

’88   TBS   『海岸物語 昔みたいに』 

’89   TBS   『アメリカ映画みたいに』 

’90   TBS   『都会の森』 

’91   NTV   『刑事貴族』 

’92   NTV   『刑事貴族 3』 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『ハッケヨイ！』 

    NTV   劇的空間 『ルームメイト』 
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    NTV   『いとこ同志』 

’93   KTV   『新春どきどき温泉旅館物語』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『石狩川殺人水系』 

    テレビ朝日 『いちご白書』 

    NTV   ドラマスペシャル 『天国に一番近いママ』 

    TBS   『わたしってブスだったの？』 

    テレビ朝日 『愛してるよ！』 

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

’94   NTV   『天国に一番近いママ Part2』 

    TBS   『適齢期』 

    テレビ朝日 『彼と彼女の事情』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『事件 2』 

    テレビ朝日 『大家族ドラマ・嫁の出る幕』 

’95   NTV   火曜サスペンス劇場 『不連続殺人事件』 

    TBS   『私、味方です』 

    NTV   『家なき子 2』 

    YTV   『禁じられた遊び』 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『ミニパト婦警の事件簿』 

’96   TBS   『ひと夏のプロポーズ』 

    テレビ朝日 『小児病棟・命の季節』 

    NTV   『金田一少年の事件簿』 

    TBS   ドラマスペシャル’96 秋 『変身願望』 

’97   CX    『踊る大捜査線』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『遠い日の花火』 

’99   TBS   日曜劇場 『サラリーマン金太郎』（第 9 話） 

    テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派』 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『向田邦子終戦特別企画 あさき夢見し』 

’00   NTV   火曜サスペンス劇場 『救命救急センター』 

    テレビ朝日 『はみだし刑事情熱系Ⅴ』（第 1 話） 

    KTV   ドラマスペシャル 『火消し屋小町』 

’01   CX    世にも奇妙な物語’01 春の特別編 『太平洋は燃えているか』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『事件 9』 

    NTV   『新・星の金貨』（第 8 話） 
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    テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派』〔No332〕 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『おとり捜査官北見志穂 5』 

    テレビ朝日 『トリック 2』（第 6 話） 

’02   テレビ朝日 ドラマスペシャル 『張込み』 

    CX    金曜エンタテイメント 『壁ぎわ税務官』 

    NTV   24 時間 TV スペシャルドラマ’02 『父さんの夏祭り』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『おとり捜査官・北見志穂』 

’03   NTV   『幸福の王子』（第 4 話） 

    テレビ朝日 『相棒』（第 1・2 話） 

    TBS   『高原へいらっしゃい』（第 7 話） 

’04   テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派・新春スペシャル』 

    TBS   『サラリーマン金太郎 4』（第 3 話） 

    テレビ朝日 『電池が切れるまで』（第 4 話）  

    テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派』〔No389〕 

    TBS   日曜劇場 『逃亡者』（第 8 話） 

’05   東海テレビ 『冬の輪舞』（第 1～3 話） 

    CX    『救命病棟 24 時』（第 7 話） 

    CX    金曜エンタテイメント 『気象予報士・大沢富士子』 

‘07   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 38・愛と悲しみの墓標』 

    メディシネマ 『クレイドル』 

    テレビ朝日 木曜ドラマ 『菊次郎とさき』（4 話） 

‘08   CX    金曜プレステージ 『日向夢子 調停委員事件簿 5』 

    テレビ朝日 『警視庁捜査一課 9 係 Season 3』（9 話） 

 

 

 

 

 

 

 


