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ホリ ベン 
 

本名 ：堀 勉（つとむ） 

 

生年月日：1953 年 5 月 25 日生 

出身地 ：東京都 

 

サイズ ：身長-170cm 体重-73kg  

B-99 W-84 H-98 F-25.5 

 

特技 ：柔道 少林寺拳法 

 

資格 ：普通自動車免許 

 

 

劇団東京キッドブラザース出身 

 

劇団ミスタースリムカンパニー出身 
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芸歴 

 

【映画】 

にっかつ  『天使のはらわた』 

東宝   『ふりむけば愛』 

       『なくもんか』 

東映   『ウォータームーン』 

松竹   『パチンコ物語』 

日本ヘラルド 『河童』 

『NO BODY』 

        『マルタイの女』 

        『デッド・オア・アライブ』 

‘15     東映      『さらばあぶない刑事』 

【Ｖシネマ】 

『クライムハンター2・3』 

『凶悪の紋章』 

『女飼い』 

『女飼い 2』 

『東京 JUNK CITY』 

『闇金の帝王−金と銀 6・7』 

『仁義 4』 

『ダブルＸ−マトリの女』 

『CRAZY』 

 『クライムハンター 蘇える銃弾』 

 『デスロード・修羅の片道切符』 

‘14      『日本やくざ抗争史広島抗争』 

‘15      『制覇』 

        『若頭暗殺』 

        『日本統一１２，１３，１４』 

 

【テレビ】 

NHK   『黄金の日々』 

『新宿鮫−無形人間』 
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NTV   『日曜はダメ！』（レギュラー） 

『風の中のあいつ』（レギュラー） 

『25 歳たち』（レギュラー） 

『なぜかドラキュラ』（レギュラー） 

『新婚物語』（準レギュラー） 

ドラマシティ 92『マリッジブルー』 

        『恋人の歌が聞こえる』 

        『刑事貴族』 

        『あぶない刑事』 

        『もっとあぶない刑事』 

        『教師夏休み物語』 

        『はだかの刑事』 

        『だます女だまされる女 5』（レギュラー） 

TBS   ドラマチック 22 『哀愁の玉ネギボーイ』 

        月曜ドラマスペシャル 『警察官の妻たち』 

        松本清張スペシャル 『夜行の階段』 

      『私、味方です』 

      『俺たちルーキーコップ』 

        『AD ブギ』 

        『ずっとあなたが好きだった』 

        『ナースステーション』（準レギュラー） 

        花王愛の劇場 『離婚パーティー』（準レギュラー） 

CX    月曜ドラマランド 『とことんトシコ』 

『少女隊ホールドアップ』 

『飢餓海峡』 

妻たちの劇場『噺家カミサン繁盛記』 

金曜ドラマシアター 『追われる女』 

        『じゃじゃ馬ならし』 

        『お見合い結婚』 

テレビ朝日 『おみやさん』 

        『ベイシティ刑事』 

        『湘南女子寮物語』 

        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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『湯けむり女子大生騒動』 

『みちのく紅花街道の女』 

        『さすらい刑事純情派』 

テレビ東京 『刑事追う』 

’98   NTV   火曜サスペンス劇場 『悪魔の花嫁』 

NTV   『密告電話』 

    NTV   『FIVE』 

    NTV   『透明人間』 

    NTV   『ラビリンス』 

    NTV   『侍探偵事件簿』 

    TBS   『パパレンタル中』（準レギュラー） 

’99   テレビ朝日 『SALE！ セール』 

    テレビ朝日 『月下の棋士』 

    テレビ朝日 『保健室のおばさん』 

    NHK   『すずらん』 

    TBS   『家族になろうよ』（レギュラー） 

’00   テレビ東京 『国産ひな娘』 

    テレビ朝日 『はみだし刑事情熱系』 

    TBS   『池袋ウエストゲートパーク』 

    テレビ東京 女と愛とミステリー 『断崖』 

’01   CX    『涙をふいて』（準レギュラー） 

NTV   火曜サスペンス劇場 『たます女だまされる女 3』（レギュラー） 

’02   テレビ朝日 『はみだし刑事情熱系・Ⅵ』（第 23 話） 

NTV   火曜サスペンス劇場 『たます女だまされる女 4』（レギュラー） 

’03   TBS   月曜ミステリー劇場 『探偵左文字進 7』 

TBS   ナショナル劇場 『こちら本池上署』（第 5 話） 

NTV   火曜サスペンス劇場 『たます女だまされる女 5』（レギュラー） 

NTV   火曜サスペンス劇場 『たます女だまされる女 6』（レギュラー） 

    テレビ朝日 『特命係長 只野仁』 

   テレビ東京 女と愛とミステリー 『犯罪公証人ゆり子 3』 

’04   TBS   『サラリーマン金太郎 4』（1 話） 

   NTV   火曜サスペンス劇場 『たます女だまされる女 7』（レギュラー） 

    NTV   『ラストプレゼント』（第 3 話ゲスト） 
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    テレビ東京 女と愛とミステリー 『熱血刑事吉永誠一 2 戻れない遺骨』 

’05   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 『鶴巻吾郎の事件簿—上田・別所温泉』 

    テレビ朝日 金曜ナイトドラマ 『着信アリ』（第 1、9 話） 

    CX    火曜 22 時ドラマ 『鬼嫁日記』（第 5、7 話） 

’06   TBS   月曜ゴールデン 『鷹宮光次郎の旅情事件簿』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『秋田新幹線 こまち連続殺人』 

’07   テレビ東京 水曜ミステリー9 『信濃のコロンボ事件ファイル 14』 

    テレビ東京 水曜ミステリー9 『多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉 7』 

    テレビ朝日 木曜ドラマ 『菊次郎とさき』（第 4 話） 

    テレビ朝日 金曜ナイトドラマ 『モップガール』(第 1 話) 

    テレビ朝日 『相棒 シーズン 6』(第 8 話) 

’08   テレビ朝日 木曜ドラマ 『7 人の女弁護士』（2 話） 

    CX    金曜プレステージ 『日向夢子 調停委員事件簿 5』 

    TBS   月曜ゴールデン 『万引き G メン・二階堂雪 17』 

    テレビ朝日 『警官の血』（前編）（’09OA） 

’09   テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『終着駅シリーズ 23』 

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『タクシードライバーの推理日誌 27』 

’10   TBS   月曜ゴールデン 『税務調査官窓際太郎の事件簿 20』 

    WOWOW  『連続ドラマＷ 東野圭吾 幻夜』（2 話） 

    テレビ朝日 『崖っぷちのエリー』（7 話） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『左近山響子』 

’11   テレビ東京 『風の少年～尾崎豊 永遠の伝説～』 

    TBS   『水戸黄門 第四十三部』（2 話） 

    テレビ東京 水曜ミステリー9 『刑事吉永誠一 涙の事件簿8 虹が消えた交差点』 

    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 46』 

’12   テレビ東京 向田邦子ドラマスペシャル 『蛇蝎のごとく』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『逆転報道の女 NEWS2』 

’13   テレビ東京 水曜ミステリー9 『河内刑事と車椅子の美少女探偵 2 ドクターブライダル』 

        NTV      『雲の階段』 

        TBS      月曜ゴールデン『釣り刑事５』 

        TBS        月曜ゴールデン『捜査指揮官 水城さやか２』 

        NTV        『マンスリーＴＶ 赤い靴』 
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’14      テレビ朝日  『ＢＯＲＤＥＲ』 4 話 

        テレビ朝日  土曜ワイド劇場 『温泉 秘 大作戦！14』 

 

【舞台】 

’12   劇団レクラム舎公演 『S 町の物語』 スタジオ AR／シアターΧ 

 

【CF】 

シャープ ビデオ 

チノンベラミ 

TOTO 

明星チャルメラ（声） 

ロッテカントリー（声） 

 


