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身長：168cm/バスト：120cm/ウエスト：110cm/ヒップ：115cm

【特技・趣味】　将棋/麻雀/落語/映画鑑賞/読書/ジャグリング/スキー

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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1981年5月2日生

東京都 出身

肩幅：50cm/首回り：46cm/足サイズ：27.0cm
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＜活動内容＞
【映画】 【ＴＶ】

2022 「野球部に花束を」 ●8/11〜公開 （監督：飯塚健） 2022 NHK BS時代劇「善人長屋」 第３話

2021 「無頼」 （監督：井筒 和幸） NHK Eテレ 「おかっぱ頭のトメさん」

「種まく旅人〜華蓮のかがやき」 （監督：井上 昌典） EX　「警視庁　捜査一課長season６」 第３話

「毎日爆裂クッキング」 ndjc2020 （監督：植木 咲楽） 2021 EX　「桜の塔」（レギュラー）

2020 「一度死んでみた」 （監督：浜崎 慎治） EX　金曜ナイト「和田家の男たち」（レギュラー）

2019 「羊とオオカミの恋と殺人」 （監督：朝倉 加葉子） 2020 WOWOW　「彼らを見ればわかること」（レギュラー）

「最高の人生の見つけ方」 （監督：犬童 一心） NHK　土曜ドラマ「天使にリクエストを」

「閉鎖病棟-それぞれの朝」 （監督：平山 秀幸） NHK BS時代劇「赤ひげ3」

2018 「ラスト・ホールド」 （監督：真壁 幸紀） 2019 EX 「べしゃり暮らし」（レギュラー）

「終わった人」 （監督：中田 秀夫） NTV 「ニッポンノワール」（レギュラー）

「榎田貿易堂」 （監督：飯塚 健） 2018 NHK 『バカボンのパパよりバカなパパ』（レギュラー）

「泣き虫しょったんの奇跡」 （監督：豊田 利晃） WOWOW 『黒書院の六兵衛』（レギュラー） （監督：李闘士男）

「ダブルドライブ」 （監督：元木 隆史） NTV 「探偵が早すぎる」

2017 「ナラタージュ」 （監督：行定 勲） EX　「誘拐法廷～セブンデイズ」

「リンキング・ラブ」 （監督：金子 修介） NHK　「満願」

2016 「ドクムシ」 （監督：朝倉 加葉子） ABC／GYAO!「KBOYS」（レギュラー）

「ヒメアノール」 （監督：山口 雅俊） 2017 ANB 「相棒」メインゲスト

「裏切りの街」 （監督：三浦 大輔） WOWOW 「獄の棘」（レギュラー） （監督：平山 秀幸）

「１４の夜」 （監督：足立 紳） CX 「貴族探偵」5話6話

2015 「どす恋ミュージカル」　 (監督：落合 賢） NHK 大河ドラマ「おんな城主　直虎」

「ボクは坊さん」　 (監督：真壁 幸紀） NHKBS プレミアムドラマ「全力失踪」

2014 「愛の渦」 (監督：三浦 大輔） Amazonプライム 「日本をゆっくり走ってみたよ」

「クローズEXPLODE」 (監督：豊田 利晃） 2015 NHK 「ジョナ散歩」

「猫侍」 (監督：山口 義高） TBS 「警部補・杉山真太郎」

2013 「体脂肪計タニタの社員食堂」　 (監督：津田 李闘 士男） WOWOW 「ふたがしら」

「キス我慢選手権 THE MOVIE」　 (監督：佐久間 宣行） TX 「刑事の証明９」

「風俗行ったら人生変わったwww」 (監督：飯塚 健） CX 「サイレーン」

2012 「アフロ田中」　　 (監督：松居 大悟） 2014 ひかりTV 「理系の人々」

「SR サイタマノラッパー ロードサイドの逃亡者」　　 (監督：入江 悠） NHK 「キャロリング」

「蝉の女」　　 (監督：森岡 利行） 2013 WOWOW 「この世で僕/僕だけ」 (監督：月川 翔)

「コレカラ」　　 (監督：瀬田 なつき） CX 「宮部みゆきドラマスペシャル『淋しい狩人』」 (監督：麻生 学)

2011 「七つまでは神のうち」　　 (監督：三宅 隆太） TBS 「天魔さんがゆく」

「劇場版 神聖かまってちゃん　ロックンロールは鳴り止まない」　　 (監督：入江 悠） 2012 TX 「クローバー」 (監督：入江 悠)

2010 「SR サイタマノラッパー2 女子ラッパー☆傷だらけのライム」 (監督：入江 悠) NHK 「朝の連続テレビ小説『純と愛』」 （レギュラー）

2009 「SR サイタマノラッパー」 主演：MC IKKU役 (監督:入江 悠) TBS 「イロドリヒムラ」 （監督：飯塚 健）

2006 「JAPONICA VIRUS ジャポニカ･ウイルス」 (監督:入江 悠) WOWOW 「ヒトリシズカ」 （監督：平山 秀幸）

2011 WOWOW 「同期」 (監督:入江 悠)

【CM】

2017 アサヒ『ミンティア』

CBカード

かっぱ寿司『やる、しかない』第4話　反撃のぶり編

2015 味の素冷凍食品『味の素　なべ編』

2012 味の素冷凍食品『揚げずにサクッとさん　悩める同僚編』

フレッシュネスバーガー
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【舞台】

2022 「てなもんや三文オペラ」 ※ 6/8 〜 PARCO劇場 他 （作：ベルトルト・ブレヒト　演出：鄭義信）

2020 「新 かぼちゃといもがら物語」＃４『幻視～神の住む町～』 （作：シライケイタ　演出：立山ひろみ）

『エレファント・マン』世田谷パブリックシアター （演出：森新太郎）

2019 『美しく青く』シアターコクーン （作・演出：赤堀 雅秋）

2018 『二十日鼠と人間』 （演出：鈴木 裕美）

2017 『流山ブルーバード』本多劇場 （作・演出：赤堀 雅秋）

2016 『スカーレット・ピンパーネル』赤坂ACTシアター、梅田芸術劇場、東京国際フォーラムC （演出：ガブリエル・バリー）

2015 『いやおうなしに』PARCO劇場、KAAT、大阪、仙台 （作：福原 充則　演出：河原 雅彦）

『青い種子は太陽のなかにある』オーチャードホール他 （作：寺山 修司　演出：蜷川 幸雄）

2014 岩松了プロデュースVol.2『宅悦とお岩〜四谷怪談のそのシーンのために』駅前劇場 （作・演出：岩松 了）

『殺風景』Bunkamuraシアターコクーン （作・演出：赤堀 雅秋）

『カッコーの巣の上で』東京芸術劇場シアターイースト （演出：河原 雅彦）

2013 『あかいくらやみ～天狗党幻譚～』 （原作：山田 風太郎　作・演出：長塚 圭史）

『ヴォイツェク』赤坂ACTシアター （作：赤堀 雅秋　演出：白井 晃）

2012 『FUNNY BUNNY-鳥獣と寂寞の空-』青山円形劇場 （作・演出：飯塚 健）

『阿呆の鼻毛で蜻蛉をつなぐ』本多劇場 （作：赤堀 雅秋　演出：河原 雅彦）

2011 岩松了プロデュース『カスケード～やがて時がくれば～』下北沢・駅前劇場 （作・演：作・演出：岩松　了）

『トラストいかねぇ』東京グローブ座 （作・演出：松居　大悟）

『あゝ、荒野』さいたま芸術劇場、青山劇場 （原作：寺山 修司　演出：蜷川　幸雄）

2010 渋谷・コクーン歌舞伎 第十一弾『佐倉義民傳』Bunkamura シアターコクーン （演出：串田　和美）

2009 劇団赤堤ビンケ第4回公演『四日目』OFFOFFシアター （作・演：鈴木 優之）

劇団赤堤ビンケ第5回公演『ときめき～on the time～』王子小劇場 （作・演：鈴木 優之）

劇団赤堤ビンケ第6回公演『暗闇シークエンス』OFFOFFシアター （作・演：鈴木 優之）

2008 劇団赤堤ビンケ第2回公演『スキナヒト』荻窪メガバックスシアター （作・演：鈴木 優之）

劇団赤堤ビンケ第3回公演『シンデレラ』荻窪メガバックスシアター （作・演：鈴木 優之）

2007 劇団赤堤ビンケ第1回公演『涙が出るくらいのイメージ』荻窪メガバックスシアター （作・演：鈴木 優之）

2005 KERA・MAP＃004『ヤング・マーブル・ジャイアンツ』吉祥寺シアター （作・演：ケラリーノサンドロヴィッチ）
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