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＜活動内容＞
【映画】 【ＴＶ】

2022 「消えたママ友」 （監督：小林勇貴） 2022 「パンドラの果実」 準レギュラー出演 NTV （演出：羽住英一郎）

「ラーゲリより愛を込めて」 ●12/9〜公開 （監督：瀬々敬久） 「風よ　あらしよ」 NHK-BS8K （演出：柳川強）
「GHOST BOOK  おばけずかん」 ●7/22〜公開 （監督：山崎貴） 2021 「密告はうたう」 第３話 WOWOW （演出：内片輝）

「真夜中乙女戦争」 （監督：二宮健） 2020 「太陽は動かない -THE ECLIPSE- 」 WOWOW （演出：羽住英一郎）

2021 「さんかく窓の外側は夜」 （監督：森ガキ侑大） 「天使にリクエストを」 準レギュラー出演 NHK （演出：片岡敬司）

2019 「東京アディオス」 （監督：大塚恭司） 「逆転人生 『過疎地の病院を救え  新米医師の奮闘』」主演 NHK

「DRAGON QUEST  -YOUR STORY-」※ 声 （総監督：山崎　貴） 2019 「CHEAT」 第9・10話 YTV （演出：湯浅典子）

「アルキメデスの大戦」 （監督：山崎　 貴） 「相棒　18」 第4話 EX （演出：権野元）

「Dinner」 （監督：蜷川実花） 「悪党」 第5話 WOWOW （演出：瀬々敬久）

「この道」 （監督：佐々部清） 「スカム」 MBS （演出：小林勇貴）

2018 「OVER　DRIVE」 （監督：羽住英一郎） 2018 「下町ロケット　-ヤタガラス-」第10話 TBS (演出：福澤克雄)

2017 「SENIOR MAN」 ndjc2016 　　　(監督：吉田主) 「ブラックペアン」 第2話 TBS （演出：福澤克雄）

「散歩する侵略者」 　　　(監督：黒沢清) 「イアリー見えない顔」 WOWOW （演出：森淳一）

「THE LIMIT OF SLEEPING BEAUTY」 　　　(監督：二宮健) 2017 「獄の棘」 第4話 WOWOW (演出：平山秀幸)

2016 「６４　-ロクヨン-」 （監督：瀬々敬久） 「いつかティファニーで朝食を Season2」第９話 NTV (演出：熊坂出)

「暗殺教室　－卒業編－」 （監督：羽住英一郎） 「龍が如く」 GEO (演出：江口カン)

「海賊とよばれた男」 （監督：山崎　 貴） 「マッサージ探偵ジョー」 第1話 TX (演出：根本和政)

「ミュージアム」 （監督：大友啓史） 「恋がヘタでも生きています」第4話 YTV (演出：本田隆一)

「3月のライオン」 （監督：大友啓史） 「巨悪は眠らせない　特捜検事の標的」 TX (演出：権野元)

「本牧アンダーグラウンド」 （監督：後閑広、廣原暁） 2016 「マネーの天使」 YTV （演出：長江俊和）

2015 「暗殺教室」 （監督：羽住英一郎） 「逃げるは恥だが役に立つ」レギュラー出演  TBS （演出：金子文紀）他

「自由なファンシィ」 （監督：筒井武文） 2015 「夢を与える」 第４話 WOWOW （演出：犬童一心）

「母と暮せば」 （監督：山田洋次） 「洞窟おじさん」 NHK-BS （演出：吉田照幸）

2013 「RETURN」 （監督：原田眞人） 「マジすか学園５」 レギュラー出演 NTV hulu （演出：大谷太郎）

「かぐや姫」 （監督：高畑　 勲） 2014 「MOZU」　 WOWOW （演出：羽住英一郎）

「永遠の０」 （監督：山崎　 貴） 「MOZU」　 TBS （演出：羽住英一郎）

「闇金ウシジマくん Part２」 （監督：山口雅俊） 2011 「真珠湾からの帰還～軍神と捕虜第一号～」 NHK

2012 「ALWAYS　三丁目の夕日　’６４」 （監督：山崎 　貴） 2006 「５９番目のプロポーズ」 NTV （演出：片岡　 K）

「アウトレイジ　ビヨンド」 （監督：北野 　武） 2001 「ある日、嵐のように」　第５話 知りすぎた敵 NHK

2010 「SPACE BATTLESHIP　ヤマト」 （監督：山崎 　貴）

「太平洋の奇跡～フォックスと呼ばれた男」 （監督：平山秀幸） 【ＣＭ】

2009 「蟹工船」 （監督：SABU） 2021〜 JA共済「父の不安に」篇

「ランディーズ」 （監督：藤原健一） KDDI CablePlus 　WebCM　「TVでネット動画」篇「いつでもどこでも」篇

2007 「明日への遺言」 （監督：小泉堯史） 2020〜 文化シャッター　　WebCM ＜ナレーション＞

2006 「ワルボロ」 （監督：隅田 　靖） 2015 トヨタ「VOXY　No.1宣言」　WebCM

「パッチギ！ LOVE&PEACE」 （監督：井筒和幸） 2013 イケダンレシピ「角ハイボール×あげもの」 WebCM

2005 「ハチミツとクローバー」 （監督：高田雅博） 2006 日本マクドナルド「１００円マック」　今夜の行き先篇

2005 全日空「エコ割」　マウント・ラッシュモア篇
【その他】 「PSPトークマン」　トイレットペーパー篇

2009 「PLANETARIUM」 （監督：桜井亜美） 2003 「シーブリーズ」　SEABREEZE２００３篇

「Dash AND Cash」 （監督：SABU） 「SONY」　CoCoon Lesson音楽篇

2011 「TOKYO DEADRISING」 （監督：SABU） 「NTTタウンページ」　美容室篇

2013 NOTTVドラマ 「熱血硬派くにおくん」　　第１、２話 2002 NTTドコモ九州「FOMA」　FOMAで解決篇

2002 NTTドコモ九州「FOMA」　FOMAで解決篇 「日産自動車」　コンパクトカー試乗キャンペーン篇

「日産自動車」　コンパクトカー試乗キャンペーン篇 2001 「GOO」　ファミレス篇

2001 「GOO」　ファミレス篇
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