
大森  南朋       Nao  Omori

[生年月日]
1972年2月19日生
[出生地]
東京都　出身
[サイズデータ]
身長：178cm
胸囲：92cm  ウエスト：75cm  ヒップ：90cm
肩幅：48cm  首回り：37cm  足サイズ：26.5cm
[趣味・特技]
ギター  イラスト

<活動内容>

有限会社アパッチ  〒153-0042 東京都目黒区1-8-1   TEL: 03-5728-2260  FAX: 03-5728-2261   Email: staff@apache2001.co,jp

【映画】 【映画】 【ＴＶ】

1993 「サザンウィンズ4～トウキョウ・ゲーム」 (監督：鴻上　尚史) 2008 「グミ・チョコレート・パイン」 (監督：ケラリーノ サンドロヴィッチ) 1996 「世にも奇妙な物語」 春の特別編 『ミッドナイトＤＪ』 CX (演出：落合　正幸)

1997 「復讐 -消えない傷跡-」 (監督：黒沢　　清) 「チョコレート」 (監督：豊永　利明) 「TOKYO  MOON」 TBS (演出：大木　一史)

「瀬戸内ムーンライトセレナーデ」 (監督：篠田　正浩) 「天国のバス」 (監督：郡司掛 雅之) 1998 「STAFF  ONLY “立入禁止” ＜トラブルインダークネス＞」　 (演出：山本　一男)

1998 「緑の街」 (監督：小田　和正) 「西の魔女が死んだ」 (監督：長崎  俊一) 「フェルメールの囁き」 TBS (演出：安藤　紘平)

「Looking  For」 (監督：鶴巻 日出雄) 「きみの友だち」 (監督：廣木　隆一) 「せつない ＜兄貴の恋人＞」 ANB (演出：大垣　一穂)

「女刑事RIKO -聖母の深き淵-」 (監督：井坂　　聡) 「TOKYO！<インテリア・デザイン> 」 (監督：ミシェル ゴンドリー) 「デジドラ・ワンシーン ［ともさかりえ編］」 TX (演出：堤　幸彦)

1999 「生きたい」 (監督：新藤　兼人) 「アキレスと亀」 (監督：北野　　武) 「つげ義春ワールド ＜義男の青春＞」 主演 TX (演出：安藤　尋)

「白痴」 (監督：手塚　　眞) 2009 「石内尋常高等小学校  花は散れども」 (監督：新藤  兼人) 1999 「コワイ童話 ＜ラプンツェル＞」 TBS (演出：藤尾　隆)

「天使に見捨てられた夜」 (監督：廣木　隆一) 「フィッシュストーリー」 (監督：中村　義洋) 「アゲイン〜ラヴソングをもう一度〜」 レギュラー TBS/CBC (演出：堀場　正仁)

「ビッグ・ショー！ ハワイに唄えば」 (監督：井筒　和幸) 「ハゲタカ」 主演 (監督：大友  啓史) 2000 「29歳の憂うつ 〜パラダイスサーティー〜」 レギュラー ANB (演出：堀川とんこう)他

2000 「三文役者」 (監督：新藤　兼人) 「USB」 (監督：奥　秀太郎) 「ハッピー 2」  第5話 TX (演出：国本　雅弘)

「MONDAY」 (監督：SA BU) 「ホッタラケの島〜遥と魔法の鏡〜」 声の出演 (監督：佐藤　信介) 2001 「茂七の事件簿　ふしぎ草紙」 第6話 NHK (演出：石橋　冠)

「ざわざわ下北沢」 (監督：市川　　準) 2010 「笑う警官」 主演 (監督：角川　春樹) 2002 「駆落ち -KAKEOCHI-」 主演 hi (演出：兼歳　正英)

「弱虫　チンピラ�」 (監督：望月　六郎) 「ゴールデンスランバー」 (監督：中村　義洋) 「カノン」 WOWOW (演出：行定　勲)

「sWinG  maN」 (監督：前田　　哲) 「SHORT HOPE」 (監督：郡司掛 雅之) 「続・平成夫婦茶碗」 第4話 NTV (演出：長沼　誠)

2001 「忘れられぬ人々」 (監督：篠崎　　誠) 「スイートリトルライズ」 主演 (監督：矢崎  仁司) 「離さない女」 TBS (演出：石井　康晴)

「Quartet　カルテット」 (監督：久石　　譲) 2011 「ジーンワルツ」 (監督：大谷 健太郎) 金曜日のスマたちへ：ショートドラマ “MEGUMI” Vol.12

「殺し屋 -1-」 主演 (監督：三池　崇史) 「犬とあなたの物語 いぬのえいが」 主演 (監督：長崎  俊一) 「アイノウタ」 BS-i (演出：廣木　隆一)他

2002 「害虫」 (監督：塩田　明彦) 「軽蔑」 (監督：廣木　隆一) 「恋とおしゃれと男のコ」 ＜ドラマコマース＞ TBS (演出：大森　美香)

「パコダテ人」 (監督：前田　　哲) 「毎日かあさん」 (監督：小林　聖太郎) 2003 UHB30周年記念ドラマ “North  Point” 「farm  side  song」 (演出：橋本　直樹)

「DRIVE」 (監督：SA BU) 「まほろ駅前多田便利軒」 (監督：大森　立嗣) 「怪談・新耳袋 【カセットテープ】」 BS-i (演出：佐野　史郎)

「Perfect  Bleu　夢なら醒めて…」 (監督：サトウトシキ) 「コクリコ坂から」ースタジオジブリー 声の出演 (監督：宮崎　吾郎) 「Dr.コトー診療所」 レギュラー CX (演出：中江　功)他

「OUT」 (監督：平山　秀幸) 「THE RABBIT HORROR 3D」 (監督：清水崇／撮影：クリストファードイル)「ほんとにあった恐い話 ３ [死者のプロポーズ]」 CX (演出：関　　卓也)

「桃源郷の人々」 (監督：三池　崇史) 「アンフェア the answer」 (監督：佐藤　嗣麻子) 「世にも奇妙な物語」 秋の特別編 『影が重なる時』 CX (演出：落合　正幸)

「Dolls」 (監督：北野　　武) 2012 「ALWAYS 三丁目の夕日'64」 (監督：山崎　貴) 2004 「僕と彼女と彼女の生きる道」 レギュラー CX (演出：平野　眞)他

「八月の幻」 (監督：鈴木　浩介) 「東京プレイボーイクラブ」 主演 (監督：奥田　庸介) 「火消し屋小町」 レギュラー NHK (演出：国本　雅弘)

2003 「サル」 (監督：葉山 陽一郎) 「ポテチ」 (監督：中村　義洋) 「夫婦。」 レギュラー TBS (演出：清弘　誠)他

「のんきな姉さん」 (監督：七里　　圭) 「ヘルタースケルター」 (監督：蜷川　実花) 2005 「タイガー&ドラゴン」 第3話 TBS (演出：片山　修)

「百色眼鏡」 DVD (監督：番場　秀一) 「莫逆家族」 (監督：熊切　和嘉) 「ハルとナツ」 放送開始80周年記念ドラマ NHK (演出：田中　健二)他

「赤目四十八瀧心中未遂」 (監督：荒戸 源次郎) 2013 「さよなら渓谷」 (監督：大森　立嗣) 「クライマーズ・ハイ」 NHK (演出：清水一彦・井上剛)

「ヴァイブレータ」 主演 (監督：廣木　隆一) 「R100」 主演 (監督：松本　人志) 「恋の時間」 レギュラー TBS (演出：金子　文紀)他

2004 「アイデン＆ティティ」 (監督：田口トモロヲ) 「利休にたずねよ」 (監督：田中　光敏) 2006 ドラマW 「CHiLDREN」 WOWOW (演出：源　　孝志)

「花とアリス」 (監督：岩井　俊二) 2014 「捨てがたき人々」 主演 (監督：榊　英雄) 「ブスの瞳に恋してる」 レギュラー CX (演出：三宅　喜重)他

「世界の中心で、愛をさけぶ」 (監督：行定　　勲) 「まほろ駅前狂騒曲」 (監督：大森　立嗣) 「Dr.コトー診療所 2006」 レギュラー CX (演出：中江　功)他

「深呼吸の必要」 (監督：篠原　哲雄) 「小野寺の弟・小野寺の姉」 (監督：西田　征史) 2007 「ハゲタカ」 主演 NHK (演出：大友  啓史)他

2005 「欲望」 (監督：篠原　哲雄) 「神さまの言うとおり」 (監督：三池　崇史) 「帰ってきた時効警察」　第8話 ANB (演出：オダギリジョー)

「真夜中の弥次さん喜多さん」 (監督：宮藤 官九郎) 「寄生獣」PART1 (監督：山崎　貴) ドラマW 「長い長い殺人」 WOWOW (演出：麻生　学)

「DEMON  LOVER」＜仏＞ (監督：オリビエ アサイアス) 2015 「さよなら歌舞伎町」 (監督：廣木　隆一) 2008 連続ドラマW 「プリズナー」 WOWOW (演出：水谷　俊之)

「鍵がない。」 (監督：山田　英治) 「流し屋 鉄平」 (監督：榊　英雄) 2010 大河ドラマ「龍馬伝」  武市半平太役 レギュラー NHK (演出：大友  啓史)他

「乱歩地獄 【芋虫】」 (監督：佐藤　寿保) 「寄生獣」完結編 (監督：山崎　貴) 「男前列伝　歌川国芳×大森南朋」 主演 NHK-BShi (演出：加藤　満喜)

2006 「帰れない二人」 Web Movie (監督：山田　英治) 「S-最後の警官-」 (監督：平野　俊一) 「SPEC」第5話ゲスト　里中貢役 TBS (演出：堤　幸彦)

「好きだ、」 (監督：石川　　寛) 2016 「秘密 THE TOP SECRET」 (監督：大友  啓史) 2011 「世にも奇妙な物語」　21世紀21年目の特別編　『分身』 主演 CX (演出：河毛　俊作)

「ゲルマニウムの夜」 (監督：大森　立嗣) 「ミュージアム」 (監督：大友  啓史) 「BOSS 2nd」　森岡博役 レギュラー CX (演出：光野　道夫)

「涙そうそう」 (監督：土井　裕泰) 2017 「アウトレイジ　最終章」 (監督：北野　武) 2012 「運命の人」　山部一雄役 レギュラー TBS (演出：土井　裕泰)

「やわらかい生活」 (監督：廣木　隆一) 「ビジランテ」 主演 (監督：入江　悠) 「親父がくれた秘密〜下荒井5兄弟の帰郷」　下荒井剛助役 主演 TX (演出：深川　栄洋)

「キャッチボール屋」 主演 (監督：大崎　　章) 2018 「アウトサイダー」NETFLIX映画 (監督：マーチン・サンフリト) 2013 「まほろ駅前　番外地」　山田役　 レギュラー TX (演出：大根　仁)

「男はソレを我慢できない」 (監督：信藤　三雄) 「鈴木家の嘘」 (監督：野尻　克己) 「書店員ミチルの 身の上話」　香月憲剛役 レギュラー NHK (演出：合津　直枝)

2007 「鉄コン筋クリート」 声の出演 (監督：マイケル アリアス) 2019 「この道」 主演 (監督：佐々部　清) ドラマW 「LINK」　寺原健役 主演 WOWOW (演出：深川　栄洋)

「それでもボクはやってない」 (監督：周防  正行) 2020 「初恋」 (監督：三池　崇史) 2014 「S-最後の警官-」　香椎秀樹役 レギュラー TBS (演出：平野　俊一)他

「さくらん」 (監督：蜷川　実花) 「空に住む」 (監督：青山　真治) 「BORDER」　最終話ゲスト主演　安藤周夫役 EX (演出：橋本　一)

「蟲師」 (監督：大友  克広) 2021 「妖怪大戦争 ガーディアンズ」 (監督：三池　崇史) 「リーガルハイSP2」　ゲスト主演　九篠和馬役 CX (演出：石川　淳一)

「KAMACHOP ～カマチョップ～」 (監督：松本　庵路) 「そして、バトンは渡された」 (監督：前田　　哲) 2015 「コウノドリ」　今橋貴之役 レギュラー TBS (演出：土井　裕泰)他

「たとえ世界が終わっても」 (監督：野口　照夫) 2016 「トットてれび」　飯沢匡役 NHK (演出：井上　剛)他

「Ｍ」 (監督：廣木　隆一) ドラマW 「ふたがしら2」　畷安房守蔵人/蔵蔵役 レギュラー WOWOW (演出：入江　悠)他

「呉清源  極みの棋譜�」 (監督：田　　壮壮) 2017 「居酒屋ふじ」 主演 TX (演出：長崎俊一)他

「ミッドナイト イーグル」 (監督：成島　　出) 「BORDER 贖罪」スペシャル　　　安藤周夫役 EX (演出：常廣　丈太)

「コウノドリ2」　今橋貴之役 レギュラー TBS (演出：土井　裕泰)他

2019 「デザイナー渋井直人の休日」　穴熊茂雄役 TX (演出：松本　佳奈)

おとうさんといっしょ「ある日のおとうさん」　丘原誠役 主演 NHK (演出：木内)　

「サイン-法医学者 柚木貴志の事件-」　柚木貴志役 主演 EX (演出：七高　剛)他

2020 「私の家政夫ナギサさん」 レギュラー TBS (演出：坪井　敏雄)他
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2006 山崎まさよし MUSIC VIDEO 「ADDRESS」 (監督：大宮　エリー) 【CM】 2015 サントリー「BOSS 贅沢微糖」

2009 斉藤和義 MUSIC VIDEO 「COME ON！」 (監督：柿本ケンサク) 1995 明治製菓・チョコレート『ポルテ』　　　　　　　　　　　　　　　　　 (監督：関谷　宗介) BIGMOTOR（予告篇／恋する男篇／ブレない男篇／すべてが見える篇） (監督：中島　信也)

ゆず MUSIC VIDEO 「虹」 (監督：牧　鉄馬) 1996 サントリー・NEW  OLD：ウインターブレンド (監督：市川　　準) 三井不動産レジデンシャル企業広告「タイムスリップ！堀部安兵衛」 (監督：浜崎　慎治/企画・脚本：高崎　卓馬)

【ラジオ】 1997 サンクス：企業広告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (監督：市川　　準) 三井住友銀行 （積立篇） (監督：栗原　康)

2004  J-WAVE ZERO-HOUR「情熱飛行機雲」 (原作：鈴木　清剛) 1999 J-PHONE：スカイメロディー編　　　　　　　　　　　　　　　　 (監督：川西　　純) ソネット「NURO」（喜び過ぎ篇/ダウンロード篇/奥さん篇） (監督：川西　純/企画：高崎　卓馬)

2001 旭化成 「ラップ＆ジップス」 餃子編　　　　　　　　　　　　　　　　　 (監督：吉田　大八) 2016 サントリー「BOSS 贅沢微糖」

【ナレーション】 三菱東京フィナンシャルグループ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (監督：棚橋　淑子) 三井不動産レジデンシャル企業広告「三井に住んでいます」 (監督：鈴木　わかな)

2004 NONFIX「だから、私は歌い継ぐ ーアイヌのウポポ、八重山の唄ー」 CX (演出：浅野　直広) 2003 au by KDDI：ブランド　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (監督：中島　哲也) さとふる「ふるさと納税」（サルトハト篇/カンタン篇） (監督：菊池　浩史)

映画「私の彼女を紹介します」　劇場予告編 QUOQ ＜クォーク＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (監督：本田　昌広) モンデリーズ•ジャパン「オレオ」（秘密の場所篇） (監督：松本　佳奈)

2007 スポーツ大陸「頂点へ　考え抜く 〜ハードル 為末大〜」 NHK-BS1 (演出：中村　大介) 東京電力　夏の節電キャンペーン　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (監督：山田　英治) 2017

2009 日曜美術館 「私は自然になりたい　画家・犬塚勉」 NHK教育 KDDI 企業　“デザインの前と後で”編　　　　　　　　　　　　　 (監督：高田　雅博) サントリービール「金麦＜糖質75%オフ」

BS冬休みアニメ特選 「きみのおうちへ   LOST AND FOUND」 NHK-BS2 (演出：石川　　歩) 2004 ケンタッキーフライドチキン：ブランド　　　　　　　　　　　　　　　 (監督：山田　英治) （うまいし。オフだし。〜夏〜篇/麦のうまみUO篇/うまいし。オフだし。75だし。篇） (監督：垣内　美香)

2010 命を救え！闘うナーススペシャル「コード・ブルー」が見た奇跡の物語 CX (演出：塩田　千尋) 東京海上日動あんしん生命：ブランド　　　　　　　　　　　　　　　　 (監督：犬童　一心) 明治「R-1」（体調第一家族・登場篇）（体調第一家族・夏に負けないで篇）

歴史がくつがえる　ナスカの地上絵に世界最古の巨大ピラミッドが出現 TBS (演出：天野　裕士) TOYOTA：ブランド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (監督：村本　天志)                 （体調第一家族・知ってほしい篇）（体調第一家族・みんなR-1篇） (監督：岩井　克之）

「ジブリ　創作の秘密〜宮崎駿と新人監督の400日」 NHK (演出：河瀬　大作) 2005 NTT東日本　値下げキャンペーン ナレーション モンデリーズ•ジャパン「オレオ」（秘密の場所篇） (監督：松本　佳奈)

野生へのまなざし〜星野道夫の遺した風景〜 TX (演出：浦野　俊実) 東京海上日動あんしん生命：ブランド ＜継続＞ (監督：犬童　一心) 2018 レゴリス「SPIDER PLUS」 (監督：品川　　祐）

「照和」My Little Town - KAI BAND stylejam (演出：フカツマサカズ) 2006 東京海上日動あんしん生命：ブランド ＜継続＞ (監督：犬童　一心) サントリービール「金麦＜糖質75%オフ」

「女神たちの告白」　　レギュラーナレーション TX (演出：高砂　佳典)他 シチズン時計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (監督：前田　良輔) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（続・金麦オフ糖質75%/夏のオフ！篇） (監督：垣内　美香)

2011 「アスリートの魂」 読売巨人軍 澤村拓一選手 NHK UR都市機構  UR賃貸住宅 (監督：前田　良輔) モンデリーズ•ジャパン「オレオ」（秘密の場所篇） (監督：松本　佳奈)

「アスリートの魂」 ハーフナーマイク選手 NHK (演出：岩崎　大輔) 2007 東京海上日動あんしん生命：ブランド ＜継続＞ (監督：犬童　一心) 明治「R-1」（家族がふえる篇・ヒップホップのように篇・夏の出張篇）

2015 ノンフィクションW「坂東妻三郎　発掘されたフィルムの謎」 WOWOW JT『天晴』　お茶戦国時代篇 (監督:滝田 洋二郎) （ご挨拶篇・新しい家族篇・家族みんなで篇） (監督：岩井　克之）

UR都市機構  UR賃貸住宅 ＜継続＞ (監督：前田　良輔) 2019 サントリービール「金麦＜糖質75%オフ＞」（外なべ篇） (監督：垣内　美香)

【舞台】 ジョージア　エンブレムブラック　病院篇 (監督：市川　　準) モンデリーズ•ジャパン「オレオ」（オレオパンダとあそぼ篇） (監督：松本　佳奈)

1998 「春のめざめ」  t・p・t公演　（於:ベニサンピット）　　　　　　 (演出：串田　和美) ユニクロ　ヒートテックインナー　冬のテラス篇 (監督：中島　信也) 明治「R-1」（吉田沙保里さんおつかれさま篇・入園式） (監督：岩井　克之）

2004 「LENS」  KKP#4　（於:サンシャイン劇場）　　　　　　　 (演出：小林 賢太郎) 2008 東京海上日動あんしん生命：ブランド ＜継続＞ (監督：犬童　一心) 2020 Sansan「面識アリ 2019」 (監督：高田　雅博)

2005 「隣りの男」　（於:本多劇場）　　　　　　　　　　　　　　 (演出：岩松　　了) UR都市機構  UR賃貸住宅 ＜継続＞ (監督：前田　良輔) パルディア「IKKI」 (監督：藤沢　厚輔）

2008 「恋する妊婦」　（於:シアターコクーン） (演出：岩松　　了) point 「GLOBAL WORK｣ 日本クラウドキャピタル「FUNDINNO」 (監督：古城　智大）

2010 「AT HOME AT THE ZOO」　（於:シアタートラム） (演出：千葉　哲也) FUJIFILM 企業広告  救急医療篇 ナレーション (監督：サノ☆ユタカ) 2021 パルディア「IKKI」 (監督：藤沢　厚輔）

2011 「浮標」　（於:神奈川芸術劇場 他） (演出：長塚　圭史) Friend-Ship Project　第4弾 家族の絆 「ゆうなの夏休み」 (監督：塚越　　規) 日本クラウドキャピタル「FUNDINNO」 (監督：古城　智大）

2013 「不道徳教室」　（於:シアタートラム 他） (演出：岩松　　了) 2009 FUJIFILM 企業広告 ナレーション (監督：サノ☆ユタカ) キリンビール「グリーンズフリー」 (監督：萩原　健太郎）

2016 「同じ夢」　（於:シアタートラム 他） (演出：赤堀　雅秋) サッポロビール　「オフの贅沢」 (監督：高田　雅博)

2018 「市ヶ尾の坂」　（於:本多劇場 他） (演出：岩松　　了) 2010 FUJIFILM 企業広告 ＜継続＞ ナレーション (監督：サノ☆ユタカ)

2019 「神の子」　（於:本多劇場 他） (演出：赤堀　雅秋) サッポロビール　「オフの贅沢」 ＜継続＞ (監督：高田　雅博)

ユニクロ「クールビズ」 (監督：沢田　耕一)

江崎グリコ「クラッツ」 (監督：箭内　道彦)

2011 江崎グリコ「クラッツ」＜継続＞ (監督：箭内　道彦)

サントリー「BOSS 贅沢微糖」　 （視聴者のぜいたく篇／市民のぜいたく篇） (監督：八木　敏幸)

（行列篇／満員電車篇／写真篇） (監督：真田　　敦)

競輪 (監督：箭内　道彦)

LAWSON「ろーそん亭」 (監督：関谷　宗介)

LIXIL企業広告「リクシルって、知ってる？」 (監督：前田　良輔)

江崎グリコ「カプリコ」 (監督：江口　カン)

2012 江崎グリコ「クラッツ」＜継続＞ (監督：箭内　道彦)

江崎グリコ「カプリコ」＜継続＞ (監督：江口　カン)

サントリー「BOSS 贅沢微糖」＜継続＞ （会議室篇／空港篇） (監督：真田　　敦)

競輪2012＜継続＞ (監督：箭内　道彦)

LIXIL＜継続＞（私の庭だよ篇／僕の居場所篇） (監督：関口　　現)

2013 サントリー「BOSS 贅沢微糖」＜継続＞ （辞退篇）（ふたつの意見　建築模型篇） (監督：真田　　敦)

サントリー「BOSS 超×贅沢微糖」（すべての人に篇）（ふたつの意見　作業中A/B篇） (監督：高田　雅博/真田　　敦)

APPLE JAPAN 企業広告 ナレーション

2014 サントリー「BOSS 贅沢微糖」＜継続＞ （ボウリング大会篇） (監督：真田　　敦)

サントリー「BOSS GREEN微糖」  （院長の習慣篇） (監督：真田　　敦)

BIGMOTOR（予告篇／恋する男篇／ブレない男篇／すべてが見える篇） (監督：中島　信也)

サントリー「BOSS 贅沢微糖」＜継続＞ （スワンボート篇） (監督：真田　　敦)

三井不動産レジデンシャル企業広告「タイムスリップ！堀部安兵衛」 (監督：浜崎　　慎治/企画・脚本：高崎　　卓馬)

【PV】


