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１９６５．２．２８生まれ 神奈川県横須賀市出身 血液型Ｂ
㎏・Ｂ95
身長 168 ㎝／体重 62 ㎏・Ｂ
95 ㎝・Ｗ87
㎝・Ｗ87 ㎝・Ｈ90
㎝・Ｈ90 ㎝・Ｓ26
㎝・Ｓ26 ㎝・頭 57 ㎝
特技】
趣味】
【免許】普通自動車
【特技
】アクション／殺陣 【趣味
】ロックンロール／料理 【免許】
普通自動車

１９８３年 神奈川県立百合ヶ丘高校卒業
'８５
日活芸術学院俳優科卒業
'９２ 横浜銀蝿の弟分としてデビュー（現在コンサートでの前
横浜銀蝿の弟分としてデビュー（現在コンサートでの前説担当）
（現在コンサートでの前説担当）

【映画】
「月はどっちに出ている」崔洋一監督（警察官役）
'９３ 「月はどっちに出ている」
崔洋一監督（警察官役）
「平成無責任一家
東京デラックス」崔洋一監督
'９５ 「平成無責任一
家 東京デラックス」
崔洋一監督
「野獣死すべし～復讐篇～」廣西眞人監督
'９７ 「野獣死すべし～復讐篇～」
廣西眞人監督
レディ・ドロップ」中田圭監督
'０２ 「LADY DROP レディ・ドロップ」
中田圭監督
伊予路水滸伝」石原興監督
'０３ 「実録・瀬戸内やくざ戦争 伊予路水滸伝」
石原興監督
「三浦和義事件～もう一つのロス疑惑の真実～」東真司監督
'０４ 「三浦和義事件～もう一つのロス疑惑の真実～」
東真司監督
「メールで届いた物語」鳥井邦男監督
'０５ 「メールで届いた物語」
鳥井邦男監督
「ＴＡＫＥＳＨＩＳ’
'０５ 「ＴＡＫＥＳＨＩＳ
’」北野武監督（やくざ役）
「魁!!
THE☆
MOVIE」
'０５ 「魁
!! クロマティ高校 THE
☆MOVIE
」山口雄大監督
「逆鱗組七人衆～上州路に春を見た～」市川徹監督（
市川徹監督（狡山祥一役）
'０６ 「逆鱗組七人衆～上州路に春を見た～」
市川徹監督（
狡山祥一役）
「九転十起の男～浅野総一郎の青春」
転十起の男～浅野総一郎の青春」市川徹監督
'０６ 「九
転十起の男～浅野総一郎の青春」
市川徹監督
市川徹監督（自由業・点々役）
'０６ 「だからワタシを座らせて。」市川徹監督（自由業・点々役
）
'０６ 「カタナーマン」（海外配給作品）市川徹監督
'０７ 「逮捕～おれは何もやってない～」小美野昌史監督（末永浩役）
「逮捕～おれは何もやってない～」小美野昌史監督（末永浩役）
'０７ 「大阪ハムレット」光石富士朗監督（寿司屋の大将役）
「大阪ハムレット」光石富士朗監督（寿司屋の大将役）
'０８ 「弁天通りの人々」市川徹監督（下岡蓮杖役）
「弁天通りの人々」市川徹監督（下岡蓮杖役）
'０９ 「憐れみムマシカ」ゆうばり映画祭 松田健太郎監督（スーパー店長役）
'０９ 「コスプレ探偵」仁同正明監督（キャバクラ用心棒・日村役）
「コスプレ探偵」仁同正明監督（キャバクラ用心棒・日村役）
'０９ 「ＳＡＫＵＲＡ ＳＡＫＵＲＡ」市川徹監督（植木職人役）
ＳＡＫＵＲＡ」市川徹監督（植木職人役）
'１０ 「特命女子アナ 並野容子②」田尻裕司監督（雀荘店長役）
並野容子②」田尻裕司監督（雀荘店長役）
'１０ 「商店街な人」高橋和勧監督（活弁士・長谷川雷蔵役）
「商店街な人」高橋和勧監督（活弁士・長谷川雷蔵役）
'１０ 「ＴＡＫＡＭＩＮＥアメリカに桜を咲かせた男」市川徹監督（村井甚六役）
'１１ 「アベックパンチ」古澤健監督（ヤクザ役）
'１１ 「ＡＬＷＡＹＳ 三丁目の夕日'
三丁目の夕日'６４」山崎貴監督（ヤクザ風の男役）
'１１ 「任侠ヘルパー」
「任侠ヘルパー」西谷弘監督（ヒロインの同僚役）
西谷弘監督（ヒロインの同僚役）
'１２ 「リトルマエストラ」雑賀俊郎監督（漁師・竹蔵役）
'１３ 「ＴＡＫＡＯｃａｎＤｒｅａｍ～がんばれ！サンダーバーズ！！」
「ＴＡＫＡＯｃａｎＤｒｅａｍ～がんばれ！サンダーバーズ！！」
市川徹監督（天田洋一役）
'１３ 「沓掛時次郎」愛川欽也監督（聖天一家
「沓掛時次郎」愛川欽也監督（聖天一家子分役）
聖天一家子分役）
'１３ 「半グレＶＳヤクザ」佐藤太監督（客１役）
「半グレＶＳヤクザ」佐藤太監督（客１役）
'１５ 「ドラゴンブラック」石川二郎監督（鈴木圭役）
「ドラゴンブラック」石川二郎監督（鈴木圭役）
'１５ 「闇金ウシジマくん Part３」山口雅俊監督（警官
Part３」山口雅俊監督（警官役）
３」山口雅俊監督（警官役）
'１６ 「潜入捜査・第一章」片岡修二監督（室井組若頭 石塚昌和役）
【ＮＨＫ】
ＮＨＫ】
'０８ 「ためしてガッテン」（悪い細胞役）
悪い細胞役）
'０９ 「ゴーストフレンズ」（４話 コワモテのゴースト役）
'１２ 「そこをなんとか」（1
（1 話・取立屋役）ＢＳプレミアム
話・取立屋役）ＢＳプレミアム
'１２ 「忘れないで夢を
「忘れないで夢を～漫画家やなせたかしと妻・暢～」（商店主役）ＢＳプレミアム
（商店主役）ＢＳプレミアム
'１５ 木曜時代劇「まんまこと」（第 2 回・奉公人役）
'１６「
１６「メガプロジェクト～新幹線の父
メガプロジェクト～新幹線の父 十河信二～」
十河信二～」（藤井松太郎役）ＢＳ１
（藤井松太郎役）ＢＳ１
'１８「
１８「鳴門秘帖」
鳴門秘帖」(6 話・役人役)
・役人役)
【ＮＴＶ】
'０４ 火曜サスペンス劇場「うさぎと亀 (2)～川の流れのように～」
(2)～川の流れのように～」
'０６ 「マイボス マイ☆ヒーロー」
'０７ 火曜ドラマゴールド「潜入刑事らんぼう２」（遠藤組組員役）
'１６「レンタル救世主」（9
（9 話・工事作業員役）
【ＥＸ】

'９３ 「はぐれ刑事純情派」
'０５ 「富豪刑事」5
「富豪刑事」5 話
'０５ 「特命係長 只野仁」セカンド
只野仁」セカンド シーズン最終話
'０７ 土曜ミッドナイトドラマ「新宿スワン」
'０８ 金曜ナイトドラマ「打撃天使ルリ」
（2 話 やくざ風の男役）
「鉄道捜査官⑪」（タクシー運転手・柏木役）
'１０ 土曜ワイド劇場「鉄道捜査官⑪」
（タクシー運転手・柏木役）
'１０ 「仮面ライダーオーズ」（22 話 組員役）
'１２ 「仮面ライダーウィザード」（12
（12 話 デパートの受付役）
'１５ 「相棒」（14
（14th シーズン 7 話 地域課刑事・佐藤良行役）
【ＴＢＳ】
'０６ ナショナル劇場「特命！刑事どん亀」
'０７ ドラマ 30「お・ばんざい！」
30「お・ばんざい！」（食堂の迷惑客役）
'０９ 「おひとりさま」（9 話 中年男役）
'１０ 「水戸黄門」（第 42 部６話・浪人 坂井米蔵役）
'１８ 「新しい王様」（1
（1 話 警官役）
警官役）
【ＣＸ】
'０８ 「捜し屋諸星光介が走る」
'０８ 金曜プレステージ「岡部警部シリーズ十三の墓標」（暴力団組員・石原
暴力団組員・石原
光男役）
'０８ 「セレブと貧乏太郎」（４話トラック野郎役）
'０９ 「魔女裁判」（1 話 強面の男役）
'０９ 「東京ＤＯＧＳ」（３話 ビジネスホテルのチンピラ役）
'１１ 「ＮＯＮＦＩＸ」（ドキュメンタリー・小池要之助監督の遺志を継ぐ役
者として大きく取り上げられる）
'１１ 「スイッチガール」（２話 ドチンピラ役）
'１２ 「幸せの時間」（13
（13、
13、14 話・変態オタク・吉野役）
【ＢＳＢＳ-ｉ】
'０８ 「ケータイ刑事 銭形海」（潮 伸一郎役）
'０８ 「東京少女」（３８話 ヤクザ役）
【ＴＸ】
'０８
Ｌドラ「Ｃａｆｅ吉祥寺で」（４話 幹部ヤクザ役）
'０８
Ｌドラ「サギ師 リリ子」（3 話 酒屋の大将役）
'１８ ドラマ BIZ「ハラスメントゲーム」
BIZ「ハラスメントゲーム」(9
「ハラスメントゲーム」(9 話 奥沢店菊池
奥沢店菊池店長役
菊池店長役)
店長役)
【ＮＢＮ】
'０９ 「僕の秘密★兵器」（9 話 ヤクザ役）
【Ｕ局】
'１２ 「港古志郎警視」（7
（7 話・酔っ払い役）
【ＢeeＴＶ
eeＴＶ】
ＴＶ】
'０９ 「伝染るんです」（クズ餅編・人間のクズ役）
【ＮＯＴＴＶ】
【ＮＯＴＴＶ】
'１３ 「熱血硬派くにおくん」（11
（11、
11、12 話・地上げ屋 猫田役）工藤伸一監督
猫田役）工藤伸一監督
【ＤＶＤ映画】
'０４ 「岸和田少年愚連隊カオルちゃん最強伝説 妖怪地獄編」宮坂武志監督
'０８～'
０８～'１０「修羅の荒野Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、」（経済ヤクザ小
笠原忠役レギュラー
レギュラー） 市川徹監督
笠原忠役レギュラー）
【ＣＭ】 日清カップヌードル「ブタホタテドリ」
日清カップヌードル「ブタホタテドリ」
ヨード卵光「ヨード卵光の卵スープ」
ヨード卵光「ヨード卵光の卵スープ」
'０９
江崎グリコ「ポッキー（エビバデ！ポッキー編）
江崎グリコ「ポッキー（エビバデ！ポッキー編）」
'１６ 「保険見直し本舗」（絶滅危惧種編・妖精おじさん役
（絶滅危惧種編・妖精おじさん役）
・妖精おじさん役）

