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 芸歴 

【映画】 

1981年     『冒険者カミカゼ』 （鷹森立一監督） 
1981年     『ええじゃないか』 （今村昌平監督） 

1984年     『湯殿山麓呪い村』 （池田敏春監督）  

1992年     『ミンボーの女』 （伊丹十三監督） 

1994年     『河童』 （石井竜也監督） 

1997年     『猫の息子』 （柏原寛司監督） 

1997年     『誘拐』 （大河原孝夫監督） 

1998年     『踊る大捜査線 THE MOVIE』 （本広克行監督） 

2000年     『サギ師一平 6』 （桜井雅彦監督） Vシネマ 

2003年     『踊る大捜査線 THE MOVIE2』 （本広克行監督） 

2005年     『容疑者 室井慎次』 （君塚良一監督） 

         

【CM】 

  勧角証券 

  サントリー缶コーヒー BOSS 

  ダスキン 

 

【テレビ 最近の作品・代表作】 

2022年     KTV     『恋なんて、本気でやってどうするの？』6話 

BSTX      月曜プレミア8 『浅見光彦 軽井沢殺人事件』 

NTV     『逃亡医F』 1話 

         TX      『駐在刑事season3』 5話 

         KYV     『アワーストーリーズ』 6話 

2020年    NTV       『美食探偵 明智五郎』 1話2話 

           NHK       BSプレミアム 『リバイバル 居酒屋兆治』 

2019年    EX      『相棒18』 11話 

         EX        『緊急取調室3rd season』  

         TX        金曜8時のドラマ『記憶捜査 ～宿東署事件ファイル～』 4話 

2018年    EX      『CHIEF～警視庁 IR分析室～』 

         EX      帯ドラマ劇場『越路吹雪物語』 12.13.19..23.27話 

2017年     EX        木曜ミステリー『遺留捜査』 5話 

         EX      ドラマスペシャル『鬼畜』 

         EX      ドラマスペシャル『真夜中の虹 警視庁情報分析室』 

         NHK     BS時代劇『立花登 青春手控え2』 

         EX      『9係 season12』 4話 

         NHK     実録ドラマ NHKスペシャル『メルトダウンⅥ』 

         CTV     スペシャルドラマ 『各駅 1丁目 1番 1号』 

         NTV     『視覚探偵 日暮旅人』 

2016年    EX       二夜連続ドラマスペシャル 『アガサクリスティー そして誰もいなくなった』 

            TX       水曜ミステリー9 『刑事吉永誠一 ファイナル』 

            BS日テレ  時代劇スペシャル 『佐武と市捕物控 椋鳥』 

         EX        夢情報 レギュラー 

TX        湊かなえサスペンス『望郷』 

NHK       NHK スペシャル 『未解決事件』 

EX        土用ワイド劇場 「温泉㊙大作戦１８」 

         TBS     月曜名作劇場  『湯煙バスツアー桜庭さやかの事件簿 7』 

            NHK      BS時代劇    『伝七捕物長』 3話 

            TBS      月曜名作劇場  『刑事の勲章』 

            TBS      月曜名作劇場  『陰の季節』 

            

 

NHK        『独眼竜政宗』（レギュラー） 

           連続テレビ小説 『ひまわり』（レギュラー） 

NTV        『天まであがれ！2』（レギュラー） 



 

WOWOW  連続ドラマ W 『レディ・ジョーカー』 

TBS  花王愛の劇場 『ぐっどあふたぬーん』（レギュラー） 

TBS  月曜ゴールデン 『山村美紗サスペンス 狩矢警部シリーズ』 

CX  『彼女たちの時代』（準レギュラー） 

EX             スペシャルドラマ 『点と線』（一・二部） 

TX             金曜８時のドラマ『新刑事吉永誠一』レギュラー 

                                                             他多数 

                                                        

【舞台】 

’94  8月  コットンクラブ 『悪いこと』 （下北沢OFFOFFシアター）  

’95  8月  コットンクラブ 『惑うこと』 （下北沢OFFOFFシアター） 

’96  11月       コットンクラブ 『赦されること』 （下北沢OFFOFFシアター） 

’98   2月  コットンクラブ 『妙なこと』 （下北沢OFFOFFシアター） 

’99  9月  コットンクラブ 『賭けること』 （下北沢『劇』小劇場） 

  11月       『花あかり』 （大阪・松竹座） 

  12月       『花あかり』 （新橋演舞場） 

’00 1/2月       コットンクラブ 『賭けること』 （下北沢『劇』小劇場） 

’01  2月  コットンクラブ 『彼女を不安にさせるいくつかのこと』（下北沢OFFOFFシアター） 

  3月  『さくら』 （明治座） 

  6月  『花あかり』 （京都・南座） 

’03  8月  『青十字』 （KERA・MAP） 

’04  4月  『花あかり』 （博多座） 

  7月  コットンクラブ 『奪うこと』 （THEATER/TOPS） 

  12月         『大阪から来た女』 （御園座） 

’05  2月  『君恋し』 （『劇』小劇場） 

  9月  『ハオト』 （本多劇場） 

  11月        アトリエ新派 『にごりえ』 

’06  4月  『太夫さん』 （博多座） 

7月  三田村組 『仰げば尊くなし』 （作・演出 蓬莱竜太） 

9/10月        コットンクラブ 『賭けること』 （北海道ほか） 

’09  12月        コットンクラブ 『賭けること』 （新潟県・群馬県ほか） 

’10 7/12月      『気になる二人～持ちつ持たれつ～』 （松竹） 

’13     ㋁          『鉄道員 ぽっぽや』（日本橋公会堂） 

        ㋇          『さくら橋』 （新橋演舞場） 

’16                『カノン』  （池袋芸術劇場） 

’18     ㋆           『きたかまくら朗読劇 vol.4』 (円覚寺山内佛日庵別院「瑞光殿」)  

’19      ㋉           『きたかまくら朗読劇 vol.15』 (円覚寺山内佛日庵別院「瑞光殿」)  

 

【ラジオ】 

’11   NHK-FM  青春アドベンチャー『鏡の偽乙女～薄紅雪華紋様～』 

   NHK-FM  青春アドベンチャー『三匹のおっさん』 

 


