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身長：179cm　体重：64kg　足サイズ：27.5cm

【特技・趣味】ギター、スケッチ、ガーデニング、ランニング

 　　　　　　　　　　　　 　有限会社 アパッチ　〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-8-1         TEL: 03-5728-2260  FAX: 03-5728-2261      Email: staff@apache2001.co.jp
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＜活動内容＞
【映画】 2013 「京都殺人授業　第一講座　雨の中の義経」　 TBS （演出：黒沢直輔）

2020 「みをつくし料理帖」 （監督：角川春樹） 「白虎隊」　　　　梶平平馬役 　　 TX （演出：重光享彦）

「初恋」 （監督：三池崇史） 2012 土曜ワイド劇場「火災調査官・紅蓮次郎１２」 　　中山敦役　 ANB （演出：池添　 博）

2018 「億男」 （監督：大友啓史） 土曜ワイド劇場「終着駅の牛尾刑事ＶＳ事件記者・冴子　森村誠一の悪の器」 ANB （演出：池広一夫）

「ラプラスの魔女」 (監督：三池崇史) 「鬼平外伝　　正月四日の客」　　 時代劇専門ﾁｬﾝﾈﾙ （演出：井上　 昭）

2017 「東京喰種」 (監督：萩原健太郎) 「そこをなんとか」　　　第７話　　　　片桐龍彦役　 NHK-BS （演出：一色隆司）

2016 「3月のライオン」 （監督：大友啓史） 「プラチナタウン」 WOWOW （演出：鈴木浩介）

「ミュージアム」 （監督：大友啓史） 「推定有罪」 WOWOW （演出：鈴木浩介）

「秘密　ＴＨＥ　ＴＯＰ　ＳＥＣＲＥＴ」 （監督：大友啓史） 2011 「下町ロケット」 WOWOW （演出：鈴木浩介）

2015 「おかあさんの木」 （監督：磯村一路） 「戦国疾風伝　二人の軍師」　　　母里太兵衛役 TX （演出：赤羽　 博）

「ゆずり葉の頃」 （監督：中 みねこ） 2010 「被爆した女たちは生きた　～長崎県女　クラスメイトたちの６５年」　 NHK-BS （演出：一色隆司）

「ハッピーウェディング」 （監督：片岡章三） 「京都地検の女６」　　　  第９話ゲスト主演 ANB （演出：黒沢直輔）

2013 「プラチナデータ」 （監督：大友啓史） 「雪冤」　　　　 TX （演出：黒沢直輔）

2012 「アウトレイジ　ビヨンド」 （監督：北野　 武） 「人類学者・岬久美子の殺人鑑定２」　　　水口健介役 ANB （演出：藤岡浩二郎）

「るろうに剣心」　　 （監督：大友啓史） 「新・警視庁捜査一課９係　ｓｅａｓｎ２」　　　　　第８話 ANB （演出：杉村六郎）

「おかえり、はやぶさ」 （監督：本木克英） 「赤かぶ検事奮戦記　京都転勤篇」　 　第５話　　　 庄司健太役 TBS （演出：石原　 興）

2010 「孤高のメス」 （監督：成島　 出） 剣客商売スペシャル「道場破り」　 CX （演出：井上　 昭）

2009 「劔岳　　点の記」　　　 （監督：木村大作） 大河ドラマ「龍馬伝」 　　　望月清平役 NHK （演出：大友啓史）他

「ゼロの焦点」　　　　 （監督：犬童一心） 2009 金曜プレステージ「ハマの静香は事件がお好き６」　ﾚｷﾞｭﾗｰ 沖田刑事役 CX （演出：葉山浩樹）

2007 「歌謡曲だよ、人生は　第４話～ラブユー東京～」　　 （監督：片岡英子） 「派遣のオスカル～『少女漫画』に愛をこめて」　　　　 NHK （演出：吉川邦夫）

「憑神」　　　　榎本釜次郎役 （監督：降旗康男） 「日本史サスペンス劇場　特別版　　東大落城」 NTV （演出：近澤　 駿）

「眉山」　　　　 （監督：犬童一心） 「ＱＥＤ証明終了」　　 NHK （演出：伊勢田雅也）

「それでもボクはやってない」 （監督：周防正行） 2008 「監査法人」　 NHK （演出：渡辺一貴）

2005 「イントゥ・ザ・サン」　　　　カワムラ役 （監督：ミンク） 金曜プレステージ「ハマの静香は事件がお好き５」　ﾚｷﾞｭﾗｰ 沖田刑事役 CX （演出：葉山浩樹）

「富江　ＲＥＶＥＮＧＥ」　　　　浜口役 （監督：及川　 中） 「これでいいのだ！赤塚不二夫伝説」　　 CX （演出：佐藤　 太）

2004 「雨鱒の川」　　　　　アキラ役 （監督：磯村一路） 「相棒　Ｓｅａｓｏｎ６」 ANB （演出：長谷部安春）

「油断大敵」 （監督：成島　 出） 2007 未来創造堂　第５４話「木村屋のあんぱん篇」 NTV

2003 「呪怨」　　　　五十嵐刑事役 （監督：清水　 崇） 2006 金曜プレステージ「ハマの静香は事件がお好き４」　ﾚｷﾞｭﾗｰ 沖田刑事役 CX （演出：葉山浩樹）

2001 「ゴジラ・モスラ・キングギドラ　大怪獣総攻撃」 （監督：金子修介） 「監察医・篠宮葉月　　死体は語る」　　矢島晋太郎役　 TX （演出：吉田啓一郎）

「ウォーターボーイズ」 （監督：矢口史靖） 「新・京都迷宮案内３」　　　  第９話ゲスト主演 ANB （演出：黒沢直輔）

「愚連　-ギャング-」 （監督：及川　 中） 「慶次郎縁側日記３」　　　　第７話ゲスト主演 NHK （演出：内田ゆき）

「録音霊」 （監督：鈴木浩介） 水曜ミステリー９「ドクター・ヨシカの犯罪カルテ」　　　川端光男役 TX （演出：一倉治雄）

「ホタル」 （監督：降旗康男） 水曜ミステリー９「強き蟻」　　　　浜口正役 TX （演出：黒沢直輔）

2000 「９-ＮＩＮＥ」 （監督：香月秀之） 「繋がれた明日」　　　星野安久役 NHK （演出：榎戸崇泰）

「伊藤潤二 恐怖collection　　悪魔の理論」 （監督：清水　 崇） 「魂萌え！」　 NHK （演出：吉川邦夫）

「押切　劇場版」 （監督：佐藤善木） 「黒いバッグの女」 　　　第８話 ANB （演出：黒沢直輔）

1999 「ゴジラ２０００」 （監督：大河原孝夫） 2005 金曜プレステージ「ハマの静香は事件がお好き３」 ﾚｷﾞｭﾗｰ 沖田刑事役 CX （演出：林 徹）

「鉄道員」 （監督：降旗康男） 「おみやさん」　　　　第９話 ANB （演出：吉田啓一郎）

「ガメラ３」 （監督：金子修介） 「刑事部屋　～六本木おかしな捜査班～」　　　第６話 ANB （演出：藤岡浩二郎）

1998 「がんばっていきまっしょい」 （監督：磯村一路） 月曜ミステリー劇場「横山秀夫サスペンス　真相」 TBS （演出：榎戸耕史）

「警視庁特殊部隊５１２」 NTV （演出：森　 雅弘）
【ＴＶ】 「京都地検の女２」　　　第３話ゲスト主演 ANB （演出：藤岡浩二郎）

2022 「小吉の女房 ２」 第６話　　　※地上波版 NHK （演出：宇喜田尚） 2004 金曜プレステージ「ハマの静香は事件がお好き２」 ﾚｷﾞｭﾗｰ 沖田刑事役 CX （演出：林　　  徹）

2021 西村京太郎サスペンス「鉄道捜査官」 EX （演出：村川透） 女と愛とミステリー「パートタイム探偵２」　　レギュラー ANB （演出：三池　 崇）

「小吉の女房 ２」 第６話 NHK-BS （演出：宇喜田尚） 2003 「あなたの隣に誰かいる」　　　第１話 TX （演出：林　　  徹）

2020 「七人の秘書」 最終回 EX (演出：田村直己) 「ラブ・レター」 TX （演出：石橋　 冠）

「タリオ　復讐代行の２人」 第1話 NHK (演出：木村ひさし) 「麻婆豆腐の女房」 NHK （演出：赤羽　 博）

大河ドラマ「麒麟がくる」 第１話 NHK (演出：大原拓) 2000 女と愛とミステリー「パートタイム探偵」　　レギュラー ANB （演出：三池　 崇）

2019〜2020 「スカーレット」　　熊谷敏春役 第８週〜レギュラー出演 NHK (演出：中島由貴)他 「子連れ狼」　　　第７話　　　笹原大輔役 ANB （演出：吉田啓一郎）

2019 「永遠のニシパ」 NHK (演出：柳川　強) 「よど号ハイジャック事件」　 NTV （演出：近澤　 駿）

「相棒　SEASON 17」 第19話 EX (演出：橋本　一) 関ヶ原合戦４００年記念番組「１６００年関ヶ原」　　ドラマパート主演 TX （演出：中島貞夫）

「デジタルタトゥー」 第３話 NHK (演出：橋爪伸一朗) 「押切」 ANB （演出：佐藤善木）

2018 「アシガールSP」 NHK (演出：伊勢田雅也) 「京極夏彦　怪　赤面えびす」 WOWOW （演出：酒井信行）

「主婦カツ！」 第８話 NHK (演出：鈴木浩介) 1999 「新・南部大吉交番日記」 NHK （演出：望月良雄）

「透明なゆりかご」 第９話 NHK （演出：鹿島悠） 「美少女新世紀　ＧＡＺＥＲ」　　　レギュラー出演 ANB （演出：清水　 厚）

「回帰　-警視庁強行犯係　樋口顕一 -」 TX (演出：児玉宣久) 1998 「仮面天使　ロゼッタ」 TX （演出：服部光則）

2017 「アシガール」　　如古坊役 レギュラー出演 NHK (演出：中島由貴)他 「はぐれ刑事純情派」 ANB （演出：天野利彦）

「犯罪症候群」 レギュラー出演 WOWOW (演出：村上正典)他

「三屋清左衛門残日録　完結編」 (演出：山下智彦) 【ＣＭ】

2016 「忠臣蔵の恋～四十八人目の忠臣～」　　レギュラー出演 NHK （演出：伊勢田雅也）他 2022 Galaxy　　新生活キャンペーン 　　　　　OA中！ （監督：牧　鉄馬）

「ふたがしら　２」 レギュラー出演 WOWOW （演出：入江悠） 2020 SUBARU　フォレスター ＜継続＞ （監督：村上はじめ）

「三屋清左衛門残日録」 BSフジ （演出：山下智彦） 2019 SUBARU　フォレスター冬篇 ＜継続＞ （監督：村上はじめ）

2015 藤沢周平 新ドラマシリーズ「冬の日」 　　 時代劇専門ﾁｬﾝﾈﾙ （演出：井上　 昭） SUBARU　  フォレスター春篇 ＜継続＞ （監督：村上はじめ）

「経世済民の男　高橋是清」　前編 NHK （演出：田中健二） 2018 SUBARU　新型フォレスター　 冬篇 （監督：村上はじめ）

連続テレビ小説「まれ」　　　　 第100話～第108話 NHK （演出：一木正恵） SUBARU　新型フォレスター 春篇 （監督：村上はじめ）

「連続企業爆破テロ　４０年目の真実」 CX （演出：近澤　 駿） 2005 Ａｓｋ！Ｃａｎｏｎドキュメントの電子化篇

第３８回創作テレビドラマ大賞　「佐知とマユ」　　 NHK （演出：榎戸崇泰） 2002 ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ２　ソフト「サルゲッチュ２」

「神谷玄次郎捕物控２」 第６話 NHK-BS （演出：酒井信行） 2001 ＹＡＭＡＨＡ 「ＪＯＧ」　空腹篇　

木曜ミステリー「出入禁止の女」第６話 ANB （演出：藤岡浩二郎）

「贖罪の奏鳴曲」 レギュラー出演 WOWOW （演出：青山真治） 【ラジオ】 NHK-FM高知 （演出：堀内裕介）

2014 「ビンタ！～弁護士事務員ミノワが愛で解決します～」 NTV （演出：国本雅広）

水曜ミステリー９「ドクターハート　～薮田公介の事件カルテ～」 TX （演出：中野昌宏）

「花子とアン スピンオフスペシャル 朝市の嫁さん」　　　三田悠介役 NHK-BS （演出：橋爪　紳一朗）

連続テレビ小説「花子とアン」　 第67話～第103話 NHK （演出：柳川　 強）他

「マルホの女　～保険犯罪調査員～」　　 第３話 TX （演出：鈴木浩介）

「鼠、江戸を疾る」 第７話 NHK （演出：山下智彦）

2013 「Ｓ　-最後の警官-」 第１話 TBS （演出：平野俊一）

「スターマン・この星の恋」 レギュラー出演 CX （演出：堤　 幸彦）

「震える牛」 WOWOW （演出：鈴木浩介）
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