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１９６２．８．２１生まれ１９６２．８．２１生まれ１９６２．８．２１生まれ１９６２．８．２１生まれ    千葉県出身千葉県出身千葉県出身千葉県出身    身長１７６．５㎝／体重６５ｋｇ身長１７６．５㎝／体重６５ｋｇ身長１７６．５㎝／体重６５ｋｇ身長１７６．５㎝／体重６５ｋｇ    

Ｂ１００㎝・Ｗ７６Ｂ１００㎝・Ｗ７６Ｂ１００㎝・Ｗ７６Ｂ１００㎝・Ｗ７６㎝・Ｈ９４㎝・Ｓ２５．５㎝／血液型Ａ㎝・Ｈ９４㎝・Ｓ２５．５㎝／血液型Ａ㎝・Ｈ９４㎝・Ｓ２５．５㎝／血液型Ａ㎝・Ｈ９４㎝・Ｓ２５．５㎝／血液型Ａ    

【【【【特技特技特技特技】】】】舞台美術／殺陣舞台美術／殺陣舞台美術／殺陣舞台美術／殺陣        【【【【免許免許免許免許】】】】普通自動車／中型二輪普通自動車／中型二輪普通自動車／中型二輪普通自動車／中型二輪    

１９８０年１９８０年１９８０年１９８０年    千葉県立磯辺高校卒業千葉県立磯辺高校卒業千葉県立磯辺高校卒業千葉県立磯辺高校卒業    

''''８２８２８２８２    劇団俳小養成所入所劇団俳小養成所入所劇団俳小養成所入所劇団俳小養成所入所        ''''８３８３８３８３    同所卒業同所卒業同所卒業同所卒業    

''''８４８４８４８４    劇団状況劇場入団劇団状況劇場入団劇団状況劇場入団劇団状況劇場入団    （（（（''''８９８９８９８９“唐組”“唐組”“唐組”“唐組”に名称変更）に名称変更）に名称変更）に名称変更）    

''''９０９０９０９０    唐組退団唐組退団唐組退団唐組退団        ''''９０「演劇ぶっく」人気俳優９０「演劇ぶっく」人気俳優９０「演劇ぶっく」人気俳優９０「演劇ぶっく」人気俳優ベスト１に選ばれる。ベスト１に選ばれる。ベスト１に選ばれる。ベスト１に選ばれる。    

''''０６年より映像に転向。０６年より映像に転向。０６年より映像に転向。０６年より映像に転向。大河ドラマには大河ドラマには大河ドラマには大河ドラマにはこのこのこのこの 10101010年間に年間に年間に年間に8888作品作品作品作品出演する。出演する。出演する。出演する。 



【ＮＨＫ】【ＮＨＫ】【ＮＨＫ】【ＮＨＫ】    

    

''''０６連続テレビ小説「純情きらり」（０６連続テレビ小説「純情きらり」（０６連続テレビ小説「純情きらり」（０６連続テレビ小説「純情きらり」（89898989、、、、90909090 話・大村少佐役）話・大村少佐役）話・大村少佐役）話・大村少佐役）    

''''０６木曜時代劇「慶次郎縁側日記３」（０６木曜時代劇「慶次郎縁側日記３」（０６木曜時代劇「慶次郎縁側日記３」（０６木曜時代劇「慶次郎縁側日記３」（8888 話・遊郭の主人話・遊郭の主人話・遊郭の主人話・遊郭の主人    伊佐治役）伊佐治役）伊佐治役）伊佐治役）    

''''０６正月時代劇「堀部安兵衛」（足軽頭０６正月時代劇「堀部安兵衛」（足軽頭０６正月時代劇「堀部安兵衛」（足軽頭０６正月時代劇「堀部安兵衛」（足軽頭    北島精之助役）北島精之助役）北島精之助役）北島精之助役）    

''''０７木曜時代劇「風の果て」（０７木曜時代劇「風の果て」（０７木曜時代劇「風の果て」（０７木曜時代劇「風の果て」（1111、、、、2222、、、、3333 話・奏者話・奏者話・奏者話・奏者    丹羽佐平治役）丹羽佐平治役）丹羽佐平治役）丹羽佐平治役）    

''''０７連続テレビ小説「どんど晴れ」（０７連続テレビ小説「どんど晴れ」（０７連続テレビ小説「どんど晴れ」（０７連続テレビ小説「どんど晴れ」（149149149149 話・医者役）話・医者役）話・医者役）話・医者役）    

''''０７「天国へのシナリオ～夏木マリ篇～」（夏木さんの友人役）ＮＨＫＢＳ０７「天国へのシナリオ～夏木マリ篇～」（夏木さんの友人役）ＮＨＫＢＳ０７「天国へのシナリオ～夏木マリ篇～」（夏木さんの友人役）ＮＨＫＢＳ０７「天国へのシナリオ～夏木マリ篇～」（夏木さんの友人役）ＮＨＫＢＳ    

''''０８正月時代劇「陽炎の０８正月時代劇「陽炎の０８正月時代劇「陽炎の０８正月時代劇「陽炎の辻辻辻辻    スペシャル」（普請方スペシャル」（普請方スペシャル」（普請方スペシャル」（普請方    勝俣役）勝俣役）勝俣役）勝俣役）    

''''０９大河ドラマ「天地人」（０９大河ドラマ「天地人」（０９大河ドラマ「天地人」（０９大河ドラマ「天地人」（16161616、、、、17171717 話・毛利秀広役）話・毛利秀広役）話・毛利秀広役）話・毛利秀広役）    

''''０９スペシャルドラマ「坂の上の雲」（０９スペシャルドラマ「坂の上の雲」（０９スペシャルドラマ「坂の上の雲」（０９スペシャルドラマ「坂の上の雲」（7777 話・図上演習話・図上演習話・図上演習話・図上演習    少佐役）少佐役）少佐役）少佐役）    

''''０９大河ドラマ「龍馬伝」（０９大河ドラマ「龍馬伝」（０９大河ドラマ「龍馬伝」（０９大河ドラマ「龍馬伝」（3333 話・本山辰右衛門役）話・本山辰右衛門役）話・本山辰右衛門役）話・本山辰右衛門役）    

''''１０連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」（１０連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」（１０連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」（１０連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」（87878787、、、、90909090 話“週刊少年ランド”編集長役）話“週刊少年ランド”編集長役）話“週刊少年ランド”編集長役）話“週刊少年ランド”編集長役）    

''''１１大河ドラマ「江」（１１大河ドラマ「江」（１１大河ドラマ「江」（１１大河ドラマ「江」（33333333、、、、35353535 話・黒田長政役）話・黒田長政役）話・黒田長政役）話・黒田長政役）    

''''１２大河ドラマ「平清盛」（１２大河ドラマ「平清盛」（１２大河ドラマ「平清盛」（１２大河ドラマ「平清盛」（21212121 話、話、話、話、22222222 話、話、話、話、28282828 話・長田忠致役）話・長田忠致役）話・長田忠致役）話・長田忠致役）    

''''１２大河ドラマ「八重の桜」（１２大河ドラマ「八重の桜」（１２大河ドラマ「八重の桜」（１２大河ドラマ「八重の桜」（5555 話・井戸対馬守話・井戸対馬守話・井戸対馬守話・井戸対馬守役）役）役）役）    

''''１３「大岡越前」（９話・小出道之進１３「大岡越前」（９話・小出道之進１３「大岡越前」（９話・小出道之進１３「大岡越前」（９話・小出道之進役）ＢＳプレミアム役）ＢＳプレミアム役）ＢＳプレミアム役）ＢＳプレミアム    

''''１３特集ドラマ「生きたい１３特集ドラマ「生きたい１３特集ドラマ「生きたい１３特集ドラマ「生きたい    たすけたい」（消防庁防災部長役）たすけたい」（消防庁防災部長役）たすけたい」（消防庁防災部長役）たすけたい」（消防庁防災部長役）    

''''１４１４１４１４大河ドラマ「軍師官兵衛」（大河ドラマ「軍師官兵衛」（大河ドラマ「軍師官兵衛」（大河ドラマ「軍師官兵衛」（4444、、、、5555、、、、6666、、、、18181818、、、、25252525 話・細川藤孝役）話・細川藤孝役）話・細川藤孝役）話・細川藤孝役）    

''''１５連続テレビ小説「まれ」（１５連続テレビ小説「まれ」（１５連続テレビ小説「まれ」（１５連続テレビ小説「まれ」（56565656、、、、57575757 話・グルメ雑誌記者・坂本役）話・グルメ雑誌記者・坂本役）話・グルメ雑誌記者・坂本役）話・グルメ雑誌記者・坂本役）    

''''１５大河ドラマ「花燃ゆ」（１５大河ドラマ「花燃ゆ」（１５大河ドラマ「花燃ゆ」（１５大河ドラマ「花燃ゆ」（35353535 話・話・話・話・小笠原小笠原小笠原小笠原長行長行長行長行役）役）役）役）    

''''１８「鳴門秘帖」１８「鳴門秘帖」１８「鳴門秘帖」１８「鳴門秘帖」（１（１（１（１、２、２、２、２話話話話・荒木源兵衛役・荒木源兵衛役・荒木源兵衛役・荒木源兵衛役））））BSBSBSBS プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム    

''''１８大河ドラマ「西郷どん」（１８大河ドラマ「西郷どん」（１８大河ドラマ「西郷どん」（１８大河ドラマ「西郷どん」（26262626、、、、34343434 話・伊達宗城役）話・伊達宗城役）話・伊達宗城役）話・伊達宗城役）    

''''１９「大全力失踪」（最終回・医師役１９「大全力失踪」（最終回・医師役１９「大全力失踪」（最終回・医師役１９「大全力失踪」（最終回・医師役））））BSBSBSBS プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム    

''''１９１９１９１９    新作出演決定新作出演決定新作出演決定新作出演決定    

    

【ＮＴＶ】【ＮＴＶ】【ＮＴＶ】【ＮＴＶ】    

    

''''０６火曜ドラマゴールド０６火曜ドラマゴールド０６火曜ドラマゴールド０６火曜ドラマゴールド「マイスイートホーム「マイスイートホーム「マイスイートホーム「マイスイートホーム～夢野大吉～夢野大吉～夢野大吉～夢野大吉    夢を売ります～」夢を売ります～」夢を売ります～」夢を売ります～」（医師役）（医師役）（医師役）（医師役）    

''''１０「Ｍｏｔｈｅｒ」（１０「Ｍｏｔｈｅｒ」（１０「Ｍｏｔｈｅｒ」（１０「Ｍｏｔｈｅｒ」（准レギュラー准レギュラー准レギュラー准レギュラー日野刑事役）日野刑事役）日野刑事役）日野刑事役）    

''''１１「デカワンコ」（１１「デカワンコ」（１１「デカワンコ」（１１「デカワンコ」（4444 話・所轄刑事役）話・所轄刑事役）話・所轄刑事役）話・所轄刑事役）    

''''１２「ダーティママ」（１２「ダーティママ」（１２「ダーティママ」（１２「ダーティママ」（7777 話・捜査一課管理官役）話・捜査一課管理官役）話・捜査一課管理官役）話・捜査一課管理官役）    

''''１３「ＢＡＤ１３「ＢＡＤ１３「ＢＡＤ１３「ＢＡＤ    ＢＯＹＳＢＯＹＳＢＯＹＳＢＯＹＳ    ＪＪＪＪ」」」」（（（（6666 話・中村道明役）話・中村道明役）話・中村道明役）話・中村道明役）    

''''１３「東京バンドワゴン」１３「東京バンドワゴン」１３「東京バンドワゴン」１３「東京バンドワゴン」（（（（8888 話・映画監督役）話・映画監督役）話・映画監督役）話・映画監督役）    

''''１４「ＳＴ１４「ＳＴ１４「ＳＴ１４「ＳＴ    赤と白の捜査ファイル」（９、赤と白の捜査ファイル」（９、赤と白の捜査ファイル」（９、赤と白の捜査ファイル」（９、10101010 話・小金井話・小金井話・小金井話・小金井誠役）誠役）誠役）誠役）    

''''１６１６１６１６「地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子「地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子「地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子「地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子」」」」（（（（※准レギュラー※准レギュラー※准レギュラー※准レギュラー文芸編集部部長役文芸編集部部長役文芸編集部部長役文芸編集部部長役））））    

''''１８「トドメの接吻１８「トドメの接吻１８「トドメの接吻１８「トドメの接吻（（（（キスキスキスキス））））」」」」（（（（3333、、、、4444、、、、5555 話話話話・尊の医師役・尊の医師役・尊の医師役・尊の医師役））））    

''''１８「１８「１８「１８「Miss Miss Miss Miss デビルデビルデビルデビル」」」」（最終回・共亜火災取締役役）（最終回・共亜火災取締役役）（最終回・共亜火災取締役役）（最終回・共亜火災取締役役）    

''''１９「頭に来てもアホとは戦うな」（１９「頭に来てもアホとは戦うな」（１９「頭に来てもアホとは戦うな」（１９「頭に来てもアホとは戦うな」（7777 話・医師役話・医師役話・医師役話・医師役））））    

''''１９１９１９１９THETHETHETHE 突破ファイル「九死に一生、奇跡の生還ＳＰ」（ヒロインの父役）突破ファイル「九死に一生、奇跡の生還ＳＰ」（ヒロインの父役）突破ファイル「九死に一生、奇跡の生還ＳＰ」（ヒロインの父役）突破ファイル「九死に一生、奇跡の生還ＳＰ」（ヒロインの父役）    

''''１９「わたし旦那をシェアしてた」（１９「わたし旦那をシェアしてた」（１９「わたし旦那をシェアしてた」（１９「わたし旦那をシェアしてた」（1111、、、、2222 話・郷田恒彦役）話・郷田恒彦役）話・郷田恒彦役）話・郷田恒彦役）    

    

【ＥＸ】【ＥＸ】【ＥＸ】【ＥＸ】    

    

''''０６「相棒」（０６「相棒」（０６「相棒」（０６「相棒」（4th4th4th4th シーズンシーズンシーズンシーズン 17171717 話・ルポライター堂島丈一役）話・ルポライター堂島丈一役）話・ルポライター堂島丈一役）話・ルポライター堂島丈一役）    

''''０６０６０６０６    土曜ワイド劇場「鉄道捜査官⑦」（犯人土曜ワイド劇場「鉄道捜査官⑦」（犯人土曜ワイド劇場「鉄道捜査官⑦」（犯人土曜ワイド劇場「鉄道捜査官⑦」（犯人    津島幸彦役）津島幸彦役）津島幸彦役）津島幸彦役）    

''''０６「おみやさん」（０６「おみやさん」（０６「おみやさん」（０６「おみやさん」（5th5th5th5th シーズンシーズンシーズンシーズン 4444 話・ＰＣインストラクター久保敬三役）話・ＰＣインストラクター久保敬三役）話・ＰＣインストラクター久保敬三役）話・ＰＣインストラクター久保敬三役）    

''''０７「八州廻り桑山十兵衛」（０７「八州廻り桑山十兵衛」（０７「八州廻り桑山十兵衛」（０７「八州廻り桑山十兵衛」（2222 話・小者の善八役）話・小者の善八役）話・小者の善八役）話・小者の善八役）    

''''０７「女刑事みずき」（０７「女刑事みずき」（０７「女刑事みずき」（０７「女刑事みずき」（2nd2nd2nd2nd シーズンシーズンシーズンシーズン 2222 話・営業課長話・営業課長話・営業課長話・営業課長    岡林一也役）岡林一也役）岡林一也役）岡林一也役）    

''''０７「女帝」（０７「女帝」（０７「女帝」（０７「女帝」（1111 話・高級クラブの客話・高級クラブの客話・高級クラブの客話・高級クラブの客    中村役）中村役）中村役）中村役）    

''''０８０８０８０８    土曜ワイド劇場「検事・朝日奈耀子⑦」（指名手配犯土曜ワイド劇場「検事・朝日奈耀子⑦」（指名手配犯土曜ワイド劇場「検事・朝日奈耀子⑦」（指名手配犯土曜ワイド劇場「検事・朝日奈耀子⑦」（指名手配犯    丸岡正一役）丸岡正一役）丸岡正一役）丸岡正一役）    

''''０８０８０８０８    ＳＰドラマ「松本清張ＳＰドラマ「松本清張ＳＰドラマ「松本清張ＳＰドラマ「松本清張    疑惑」（ジャーナリスト協会プレゼンター役）疑惑」（ジャーナリスト協会プレゼンター役）疑惑」（ジャーナリスト協会プレゼンター役）疑惑」（ジャーナリスト協会プレゼンター役）    



''''１０「臨場」（１０「臨場」（１０「臨場」（１０「臨場」（2nd2nd2nd2nd シーズンシーズンシーズンシーズン 3333 話・塚田刑事役）話・塚田刑事役）話・塚田刑事役）話・塚田刑事役）    

''''１０「同窓会～ラブ・アゲイン症候群」（１０「同窓会～ラブ・アゲイン症候群」（１０「同窓会～ラブ・アゲイン症候群」（１０「同窓会～ラブ・アゲイン症候群」（准レギュラー准レギュラー准レギュラー准レギュラー・飯塚刑事役）・飯塚刑事役）・飯塚刑事役）・飯塚刑事役）    

''''１０「秘密」（１０「秘密」（１０「秘密」（１０「秘密」（1111、、、、3333 話・向井弁護士役）話・向井弁護士役）話・向井弁護士役）話・向井弁護士役）    

''''１１「新・警視庁捜査一課９係」（１１「新・警視庁捜査一課９係」（１１「新・警視庁捜査一課９係」（１１「新・警視庁捜査一課９係」（7777 話・弁護士役）話・弁護士役）話・弁護士役）話・弁護士役）    

''''１２１２１２１２    土曜ワイド劇場「森村誠一の棟居刑事土曜ワイド劇場「森村誠一の棟居刑事土曜ワイド劇場「森村誠一の棟居刑事土曜ワイド劇場「森村誠一の棟居刑事    死海の伏流」（西岡刑事課死海の伏流」（西岡刑事課死海の伏流」（西岡刑事課死海の伏流」（西岡刑事課長役）長役）長役）長役）    

''''１３「遺留捜査」（１話・進藤孝一役）１３「遺留捜査」（１話・進藤孝一役）１３「遺留捜査」（１話・進藤孝一役）１３「遺留捜査」（１話・進藤孝一役）    

''''１４「相棒」（１４「相棒」（１４「相棒」（１４「相棒」（13131313thththth シーズンシーズンシーズンシーズン 12121212 話・池本正話・池本正話・池本正話・池本正    ゲスト主役ゲスト主役ゲスト主役ゲスト主役））））

    

''''１６「科捜研の女１６「科捜研の女１６「科捜研の女１６「科捜研の女 season16season16season16season16」」」」（（（（1111、、、、2222 話話話話・篠田周明役・篠田周明役・篠田周明役・篠田周明役））））    

''''１６１６１６１６    土曜ワイド劇場土曜ワイド劇場土曜ワイド劇場土曜ワイド劇場「ショカツの女「ショカツの女「ショカツの女「ショカツの女 13131313」」」」（舟木管理官役）（舟木管理官役）（舟木管理官役）（舟木管理官役）    

''''１７「刑事７人１７「刑事７人１７「刑事７人１７「刑事７人」」」」（（（（1111 話・臨海署署長話・臨海署署長話・臨海署署長話・臨海署署長    新沼孝役）新沼孝役）新沼孝役）新沼孝役）    

''''１８「１８「１８「１８「d e l ed e l ed e l ed e l e／ディーリー／ディーリー／ディーリー／ディーリー」（」（」（」（7777、、、、8888 話話話話・菅田将暉さんの父・菅田将暉さんの父・菅田将暉さんの父・菅田将暉さんの父    真柴和人役）真柴和人役）真柴和人役）真柴和人役）    

''''１８「相棒」（１８「相棒」（１８「相棒」（１８「相棒」（17171717

thththth

シーズンシーズンシーズンシーズン 4444 話・百田努役）話・百田努役）話・百田努役）話・百田努役）    

''''１９「特捜９スペシャル」（１９「特捜９スペシャル」（１９「特捜９スペシャル」（１９「特捜９スペシャル」（組長・組長・組長・組長・菅山孝弘役）菅山孝弘役）菅山孝弘役）菅山孝弘役）    

    

【ＴＢＳ】【ＴＢＳ】【ＴＢＳ】【ＴＢＳ】    

    

''''０６「クロサギ」（０６「クロサギ」（０６「クロサギ」（０６「クロサギ」（7777 話・ベテランシ話・ベテランシ話・ベテランシ話・ベテランシロサギ役）ロサギ役）ロサギ役）ロサギ役）    

''''０６０６０６０６    愛の劇場「結婚式へ行こう」（愛の劇場「結婚式へ行こう」（愛の劇場「結婚式へ行こう」（愛の劇場「結婚式へ行こう」（10101010 話・着ぐるみ製作会社社長話・着ぐるみ製作会社社長話・着ぐるみ製作会社社長話・着ぐるみ製作会社社長谷脇英治役）谷脇英治役）谷脇英治役）谷脇英治役）    

''''０８「水戸黄門」（０８「水戸黄門」（０８「水戸黄門」（０８「水戸黄門」（39393939 部部部部 2222 話・横目話・横目話・横目話・横目    石沼貞蔵役）石沼貞蔵役）石沼貞蔵役）石沼貞蔵役）    

''''０９「水戸黄門」（０９「水戸黄門」（０９「水戸黄門」（０９「水戸黄門」（40404040 部部部部 13131313 話・佐伯正吾役）話・佐伯正吾役）話・佐伯正吾役）話・佐伯正吾役）    

''''１１「ＪＩＮ－仁－」（１１「ＪＩＮ－仁－」（１１「ＪＩＮ－仁－」（１１「ＪＩＮ－仁－」（3333 話・吟味与力役）話・吟味与力役）話・吟味与力役）話・吟味与力役）    

''''１１「運命の人」（１１「運命の人」（１１「運命の人」（１１「運命の人」（3333 話・郷田捜査二課長役）話・郷田捜査二課長役）話・郷田捜査二課長役）話・郷田捜査二課長役）    

''''１２１２１２１２    月曜ゴールデン「月曜ゴールデン「月曜ゴールデン「月曜ゴールデン「警視庁南平班～警視庁南平班～警視庁南平班～警視庁南平班～七人の刑事七人の刑事七人の刑事七人の刑事～～～～⑤」（宮守隆一役）⑤」（宮守隆一役）⑤」（宮守隆一役）⑤」（宮守隆一役）    

''''１３１３１３１３    日曜劇場日曜劇場日曜劇場日曜劇場「半沢直樹「半沢直樹「半沢直樹「半沢直樹」（２話・東京中央銀行本部・太田法務」（２話・東京中央銀行本部・太田法務」（２話・東京中央銀行本部・太田法務」（２話・東京中央銀行本部・太田法務部長役）部長役）部長役）部長役）    

''''１３１３１３１３    日曜劇場「Ｓ‐最後の警官‐」（日曜劇場「Ｓ‐最後の警官‐」（日曜劇場「Ｓ‐最後の警官‐」（日曜劇場「Ｓ‐最後の警官‐」（1111 話・警備部長役）話・警備部長役）話・警備部長役）話・警備部長役）    

''''１４「ホワイト・ラボ」１４「ホワイト・ラボ」１４「ホワイト・ラボ」１４「ホワイト・ラボ」（６話・（６話・（６話・（６話・佐伯晴彦役）佐伯晴彦役）佐伯晴彦役）佐伯晴彦役）    

''''１４１４１４１４    月曜ゴールデン「北海道警察④」（捜査一課係長・二階堂猛役）月曜ゴールデン「北海道警察④」（捜査一課係長・二階堂猛役）月曜ゴールデン「北海道警察④」（捜査一課係長・二階堂猛役）月曜ゴールデン「北海道警察④」（捜査一課係長・二階堂猛役）    

''''１４１４１４１４    月曜ゴールデン「刑事夫婦②」（設計所長・刈谷健司役）月曜ゴールデン「刑事夫婦②」（設計所長・刈谷健司役）月曜ゴールデン「刑事夫婦②」（設計所長・刈谷健司役）月曜ゴールデン「刑事夫婦②」（設計所長・刈谷健司役）    

''''１７１７１７１７    月曜名作劇場「警視庁機動捜査隊月曜名作劇場「警視庁機動捜査隊月曜名作劇場「警視庁機動捜査隊月曜名作劇場「警視庁機動捜査隊 216episode216episode216episode216episode８傷痕８傷痕８傷痕８傷痕」」」」（片平（片平（片平（片平忠忠忠忠管理官役）管理官役）管理官役）管理官役）    

''''１７１７１７１７    月曜名作劇場「警視庁南平班～七人の刑事～⑪」（野口智昭役）月曜名作劇場「警視庁南平班～七人の刑事～⑪」（野口智昭役）月曜名作劇場「警視庁南平班～七人の刑事～⑪」（野口智昭役）月曜名作劇場「警視庁南平班～七人の刑事～⑪」（野口智昭役）    

    

【ＴＸ】【ＴＸ】【ＴＸ】【ＴＸ】    

    

''''０７「お江戸吉原事件帖０７「お江戸吉原事件帖０７「お江戸吉原事件帖０７「お江戸吉原事件帖」」」」（（（（2222 話・薬種問屋番頭話・薬種問屋番頭話・薬種問屋番頭話・薬種問屋番頭    彦蔵彦蔵彦蔵彦蔵    ゲスト主役ゲスト主役ゲスト主役ゲスト主役））））    

''''１３１３１３１３    水曜ミステリー９「刑事長②」（水曜ミステリー９「刑事長②」（水曜ミステリー９「刑事長②」（水曜ミステリー９「刑事長②」（ニューハピネス社長ニューハピネス社長ニューハピネス社長ニューハピネス社長    岸本昭役）岸本昭役）岸本昭役）岸本昭役）    

''''１４「俺のダンディズム」（１４「俺のダンディズム」（１４「俺のダンディズム」（１４「俺のダンディズム」（ダンディズム講座講師・ダンディズム講座講師・ダンディズム講座講師・ダンディズム講座講師・ジェントル今井役ジェントル今井役ジェントル今井役ジェントル今井役    レギュラーレギュラーレギュラーレギュラー））））    

''''１７「警視庁ゼロ係１７「警視庁ゼロ係１７「警視庁ゼロ係１７「警視庁ゼロ係 SECOND SEASONSECOND SEASONSECOND SEASONSECOND SEASON」」」」((((８話最終回・警視副総監役８話最終回・警視副総監役８話最終回・警視副総監役８話最終回・警視副総監役))))    

''''１９「執事西園寺の名推理２」（１９「執事西園寺の名推理２」（１９「執事西園寺の名推理２」（１９「執事西園寺の名推理２」（5555 話・三日月正隆役）話・三日月正隆役）話・三日月正隆役）話・三日月正隆役）    

''''１９１９１９１９    新作出演（撮影済み）新作出演（撮影済み）新作出演（撮影済み）新作出演（撮影済み）    

    

【ＣＸ】【ＣＸ】【ＣＸ】【ＣＸ】    

    

''''０９０９０９０９    金曜プレステージ「誰かが嘘をついている」（塩見翔裁判官役）金曜プレステージ「誰かが嘘をついている」（塩見翔裁判官役）金曜プレステージ「誰かが嘘をついている」（塩見翔裁判官役）金曜プレステージ「誰かが嘘をついている」（塩見翔裁判官役）    

''''０９「不毛地帯」（０９「不毛地帯」（０９「不毛地帯」（０９「不毛地帯」（1111 話・日本陸軍曹長役）話・日本陸軍曹長役）話・日本陸軍曹長役）話・日本陸軍曹長役）    

''''１０「ＧＯＬＤ」（１０「ＧＯＬＤ」（１０「ＧＯＬＤ」（１０「ＧＯＬＤ」（4444 話・編集長話・編集長話・編集長話・編集長    小池哲也役）小池哲也役）小池哲也役）小池哲也役）    

''''１１「絶対零度１１「絶対零度１１「絶対零度１１「絶対零度    スペシャル」（野沢誠二役）スペシャル」（野沢誠二役）スペシャル」（野沢誠二役）スペシャル」（野沢誠二役）    

''''１３「リッチマン、プアウーマン１３「リッチマン、プアウーマン１３「リッチマン、プアウーマン１３「リッチマン、プアウーマン    インニューヨーク」（ＪＩテック取締役）インニューヨーク」（ＪＩテック取締役）インニューヨーク」（ＪＩテック取締役）インニューヨーク」（ＪＩテック取締役）    

''''１３「白衣のなみだ１３「白衣のなみだ１３「白衣のなみだ１３「白衣のなみだ    第第第第三部」（三部」（三部」（三部」（47474747 話、話、話、話、59595959 話・堂島治彦役）話・堂島治彦役）話・堂島治彦役）話・堂島治彦役）    

''''１４「福家警部補の挨拶」（１４「福家警部補の挨拶」（１４「福家警部補の挨拶」（１４「福家警部補の挨拶」（9999 話・外科部長話・外科部長話・外科部長話・外科部長    森本和弘役）森本和弘役）森本和弘役）森本和弘役）    

''''１４「ほっとけない魔女たち」（１４「ほっとけない魔女たち」（１４「ほっとけない魔女たち」（１４「ほっとけない魔女たち」（16161616，，，，19191919 話・バーテンダー三林役）話・バーテンダー三林役）話・バーテンダー三林役）話・バーテンダー三林役）    

''''１４「１４「１４「１４「8,218,218,218,21 日航機墜落日航機墜落日航機墜落日航機墜落 30303030 回目の夏回目の夏回目の夏回目の夏」（永田昌令さん役）」（永田昌令さん役）」（永田昌令さん役）」（永田昌令さん役）    

''''１５「心がポキッとね」（１５「心がポキッとね」（１５「心がポキッとね」（１５「心がポキッとね」（9999 話・カメラマン役）話・カメラマン役）話・カメラマン役）話・カメラマン役）    

''''１６「１６「１６「１６「嘘の戦争嘘の戦争嘘の戦争嘘の戦争」」」」（（（（3333 話・警察署長役）話・警察署長役）話・警察署長役）話・警察署長役）    



''''１８「１８「１８「１８「SUITSSUITSSUITSSUITS／スーツ」（／スーツ」（／スーツ」（／スーツ」（2222 話・谷川好昭役）話・谷川好昭役）話・谷川好昭役）話・谷川好昭役）    

''''１９「疑惑の真相～ロス銃撃事件！刑事たちの戦い」（１９「疑惑の真相～ロス銃撃事件！刑事たちの戦い」（１９「疑惑の真相～ロス銃撃事件！刑事たちの戦い」（１９「疑惑の真相～ロス銃撃事件！刑事たちの戦い」（警視・警視・警視・警視・寺尾寺尾寺尾寺尾正大役）正大役）正大役）正大役）    

    

【ＢＳジャパン】【ＢＳジャパン】【ＢＳジャパン】【ＢＳジャパン】    

    

''''１５「山本周五郎人情時代劇」（１５「山本周五郎人情時代劇」（１５「山本周五郎人情時代劇」（１５「山本周五郎人情時代劇」（9999 話・長屋差配・源兵衛役話・長屋差配・源兵衛役話・長屋差配・源兵衛役話・長屋差配・源兵衛役））））    

''''１７「山本周五郎時代劇１７「山本周五郎時代劇１７「山本周五郎時代劇１７「山本周五郎時代劇」」」」（（（（2222 話・水野外記役）話・水野外記役）話・水野外記役）話・水野外記役）    

    

【ＷＯＷＯＷ】【ＷＯＷＯＷ】【ＷＯＷＯＷ】【ＷＯＷＯＷ】    

    

''''１５１５１５１５    ドラマＷ「メガバンク最終決戦」（ドラマＷ「メガバンク最終決戦」（ドラマＷ「メガバンク最終決戦」（ドラマＷ「メガバンク最終決戦」（3333 話・金融庁幹部Ｄ役）話・金融庁幹部Ｄ役）話・金融庁幹部Ｄ役）話・金融庁幹部Ｄ役）    

''''１６１６１６１６        ドラマドラマドラマドラマ WWWW「沈まぬ太陽」（「沈まぬ太陽」（「沈まぬ太陽」（「沈まぬ太陽」（2222 話・運輸大臣話・運輸大臣話・運輸大臣話・運輸大臣    二宮役）二宮役）二宮役）二宮役）    

''''１７１７１７１７    ドラマＷ「アキラとあきらドラマＷ「アキラとあきらドラマＷ「アキラとあきらドラマＷ「アキラとあきら」」」」（（（（3333 話・産業中央銀行本店長話・産業中央銀行本店長話・産業中央銀行本店長話・産業中央銀行本店長    柿沼啓吾役）柿沼啓吾役）柿沼啓吾役）柿沼啓吾役）    

''''１８１８１８１８    ドラマＷ「ダイイング・アイ」（ドラマＷ「ダイイング・アイ」（ドラマＷ「ダイイング・アイ」（ドラマＷ「ダイイング・アイ」（5555 話・ヤクザ幹部役）話・ヤクザ幹部役）話・ヤクザ幹部役）話・ヤクザ幹部役）    

    

【ｈｕｌｕ】【ｈｕｌｕ】【ｈｕｌｕ】【ｈｕｌｕ】    

    

''''１６「代償」（１６「代償」（１６「代償」（１６「代償」（5555，，，，6666 話・編集長役）話・編集長役）話・編集長役）話・編集長役）    

    

【Ｕ局】【Ｕ局】【Ｕ局】【Ｕ局】    

    

''''０９「ねこタクシー」（０９「ねこタクシー」（０９「ねこタクシー」（０９「ねこタクシー」（4444、、、、5555 話・タクシー運転手話・タクシー運転手話・タクシー運転手話・タクシー運転手    芹沢健志役）芹沢健志役）芹沢健志役）芹沢健志役）    

    

【ＫＴＶ】【ＫＴＶ】【ＫＴＶ】【ＫＴＶ】    

    

''''０９「ＮＥＸＴ～恋する杏理☆０９「ＮＥＸＴ～恋する杏理☆０９「ＮＥＸＴ～恋する杏理☆０９「ＮＥＸＴ～恋する杏理☆推理中～」（大和太郎役）推理中～」（大和太郎役）推理中～」（大和太郎役）推理中～」（大和太郎役）    

    

【Ｂ【Ｂ【Ｂ【ＢeeeeeeeeＴＶ】ＴＶ】ＴＶ】ＴＶ】    

    

''''０９「伝染るんです」（雨編・警察官役０９「伝染るんです」（雨編・警察官役０９「伝染るんです」（雨編・警察官役０９「伝染るんです」（雨編・警察官役    標識編・教官役）標識編・教官役）標識編・教官役）標識編・教官役）    

    

【映画】【映画】【映画】【映画】    

    

''''０７「アンタッチャブル」（国税局査察官役）辻裕之監督０７「アンタッチャブル」（国税局査察官役）辻裕之監督０７「アンタッチャブル」（国税局査察官役）辻裕之監督０７「アンタッチャブル」（国税局査察官役）辻裕之監督    

''''０７「Ｂｅａｕｔｙ～美しきもの～」（関東軍隊長役）後藤俊夫監督０７「Ｂｅａｕｔｙ～美しきもの～」（関東軍隊長役）後藤俊夫監督０７「Ｂｅａｕｔｙ～美しきもの～」（関東軍隊長役）後藤俊夫監督０７「Ｂｅａｕｔｙ～美しきもの～」（関東軍隊長役）後藤俊夫監督    

''''０７「トリコン！０７「トリコン！０７「トリコン！０７「トリコン！TRIPLE COMPLEXTRIPLE COMPLEXTRIPLE COMPLEXTRIPLE COMPLEX」（医師役）佐々木浩久監督」（医師役）佐々木浩久監督」（医師役）佐々木浩久監督」（医師役）佐々木浩久監督    

''''０８「すんドめ２」（主任刑事役）宇田川大吾監督０８「すんドめ２」（主任刑事役）宇田川大吾監督０８「すんドめ２」（主任刑事役）宇田川大吾監督０８「すんドめ２」（主任刑事役）宇田川大吾監督    

''''０８「弁天通りの人々」（ヒロインの父役）市川徹監督０８「弁天通りの人々」（ヒロインの父役）市川徹監督０８「弁天通りの人々」（ヒロインの父役）市川徹監督０８「弁天通りの人々」（ヒロインの父役）市川徹監督    

''''０９「憐れみムマシカ」（地方紙編集長０９「憐れみムマシカ」（地方紙編集長０９「憐れみムマシカ」（地方紙編集長０９「憐れみムマシカ」（地方紙編集長    加藤大介役）松田健太郎監督加藤大介役）松田健太郎監督加藤大介役）松田健太郎監督加藤大介役）松田健太郎監督    

''''０９０９０９０９オーストリア映画オーストリア映画オーストリア映画オーストリア映画「Ａ「Ａ「Ａ「ＡＵＮ」（研究チームリーダー多和田役）ＵＮ」（研究チームリーダー多和田役）ＵＮ」（研究チームリーダー多和田役）ＵＮ」（研究チームリーダー多和田役）Ｅ・シュレイガー監督Ｅ・シュレイガー監督Ｅ・シュレイガー監督Ｅ・シュレイガー監督    

''''１０「さや侍」（殿様の重臣役）松本人志監督１０「さや侍」（殿様の重臣役）松本人志監督１０「さや侍」（殿様の重臣役）松本人志監督１０「さや侍」（殿様の重臣役）松本人志監督    

''''１１「１１「１１「１１「11111111・・・・25252525 自決の日～三島由紀夫と若者たち～自決の日～三島由紀夫と若者たち～自決の日～三島由紀夫と若者たち～自決の日～三島由紀夫と若者たち～」」」」（徳岡孝夫役及びナレーション）（徳岡孝夫役及びナレーション）（徳岡孝夫役及びナレーション）（徳岡孝夫役及びナレーション）若松孝二監督若松孝二監督若松孝二監督若松孝二監督    

''''１１「愛と誠」（教頭役）三池崇史監督１１「愛と誠」（教頭役）三池崇史監督１１「愛と誠」（教頭役）三池崇史監督１１「愛と誠」（教頭役）三池崇史監督    

''''１２「ＲＥＴＵＲＮ」（畑中役）原田真人監督１２「ＲＥＴＵＲＮ」（畑中役）原田真人監督１２「ＲＥＴＵＲＮ」（畑中役）原田真人監督１２「ＲＥＴＵＲＮ」（畑中役）原田真人監督    

''''１３１３１３１３「オー！ファーザー」「オー！ファーザー」「オー！ファーザー」「オー！ファーザー」（県知事（県知事（県知事（県知事    赤羽赤羽赤羽赤羽将雄将雄将雄将雄役）役）役）役）藤井道人監督藤井道人監督藤井道人監督藤井道人監督    

''''１４「キオリ」（塙教授役）１４「キオリ」（塙教授役）１４「キオリ」（塙教授役）１４「キオリ」（塙教授役）古本恭一監督古本恭一監督古本恭一監督古本恭一監督    

''''１５「断食芸人」（警官役）足立正生監督１５「断食芸人」（警官役）足立正生監督１５「断食芸人」（警官役）足立正生監督１５「断食芸人」（警官役）足立正生監督    

''''１６「アウトレイジ最終章１６「アウトレイジ最終章１６「アウトレイジ最終章１６「アウトレイジ最終章」」」」（（（（警察側警察側警察側警察側上司役）北野武監督上司役）北野武監督上司役）北野武監督上司役）北野武監督    

''''１１１１７「７「７「７「ImperfecImperfecImperfecImperfect Worldt Worldt Worldt World」」」」((((映画監督映画監督映画監督映画監督    白井役白井役白井役白井役))))    古本恭一監督古本恭一監督古本恭一監督古本恭一監督    

''''１７「さらば青春、されど青春。１７「さらば青春、されど青春。１７「さらば青春、されど青春。１７「さらば青春、されど青春。」」」」（（（（康豊商事康豊商事康豊商事康豊商事ニューヨーク支社長役ニューヨーク支社長役ニューヨーク支社長役ニューヨーク支社長役））））赤羽博監督赤羽博監督赤羽博監督赤羽博監督    

''''１９１９１９１９「「「「劇場版ファイナルファンタジー劇場版ファイナルファンタジー劇場版ファイナルファンタジー劇場版ファイナルファンタジーXIVXIVXIVXIV 光のお父さん」（西浦忠彦役光のお父さん」（西浦忠彦役光のお父さん」（西浦忠彦役光のお父さん」（西浦忠彦役））））野口照夫監督野口照夫監督野口照夫監督野口照夫監督    

''''１９１９１９１９    新作出演（撮影済み）新作出演（撮影済み）新作出演（撮影済み）新作出演（撮影済み）    

''''１９１９１９１９    新作出演（撮影済み）新作出演（撮影済み）新作出演（撮影済み）新作出演（撮影済み）    



''''１９１９１９１９    新作出演決定新作出演決定新作出演決定新作出演決定    

    

【ＣＭ】【ＣＭ】【ＣＭ】【ＣＭ】    

    

''''０９「ＷＷＦジャパン」カンヌ広告祭出品作品（象の飼育係０９「ＷＷＦジャパン」カンヌ広告祭出品作品（象の飼育係０９「ＷＷＦジャパン」カンヌ広告祭出品作品（象の飼育係０９「ＷＷＦジャパン」カンヌ広告祭出品作品（象の飼育係    主役主役主役主役））））    

''''１３「ＥＰＳＯＮ１３「ＥＰＳＯＮ１３「ＥＰＳＯＮ１３「ＥＰＳＯＮ    ｉＰｉＰｉＰｉＰrint rint rint rint ～～～～トンチよりｉＰトンチよりｉＰトンチよりｉＰトンチよりｉＰrintrintrintrint 篇篇篇篇～～～～」」」」（将軍役）（将軍役）（将軍役）（将軍役）    

''''１５「日経新聞電子版」（クライアント役）１５「日経新聞電子版」（クライアント役）１５「日経新聞電子版」（クライアント役）１５「日経新聞電子版」（クライアント役）    

''''１６「アデラン１６「アデラン１６「アデラン１６「アデランスススス    バイタルヘア」バイタルヘア」バイタルヘア」バイタルヘア」    

''''１６「１６「１６「１６「ＪＲ東日本ＪＲ東日本ＪＲ東日本ＪＲ東日本    ＴＲＡＩＮＴＲＡＩＮＴＲＡＩＮＴＲＡＩＮ    ＳＵＩＴＥＳＵＩＴＥＳＵＩＴＥＳＵＩＴＥ    四季島四季島四季島四季島」」」」WEBWEBWEBWEB    

''''１７「プリントネット～取調室篇１７「プリントネット～取調室篇１７「プリントネット～取調室篇１７「プリントネット～取調室篇～～～～」」」」    

''''１７１７１７１７「佐川急便」「佐川急便」「佐川急便」「佐川急便」（（（（WEBWEBWEBWEB））））    

''''１９「東京シティ競馬～夜遊び方改革～」（クライアント役）※放送中１９「東京シティ競馬～夜遊び方改革～」（クライアント役）※放送中１９「東京シティ競馬～夜遊び方改革～」（クライアント役）※放送中１９「東京シティ競馬～夜遊び方改革～」（クライアント役）※放送中    

    

【ネットシネマ】【ネットシネマ】【ネットシネマ】【ネットシネマ】    

    

''''０６「探偵事務所５～グラウンドゼロ～」（エリート医師０６「探偵事務所５～グラウンドゼロ～」（エリート医師０６「探偵事務所５～グラウンドゼロ～」（エリート医師０６「探偵事務所５～グラウンドゼロ～」（エリート医師    山本役）山本役）山本役）山本役）    

    

【ＤＶＤシネマ】【ＤＶＤシネマ】【ＤＶＤシネマ】【ＤＶＤシネマ】    

    

''''９１「タフⅢ」原田真人監督９１「タフⅢ」原田真人監督９１「タフⅢ」原田真人監督９１「タフⅢ」原田真人監督    

''''９１「タフⅣ」原田真人監督９１「タフⅣ」原田真人監督９１「タフⅣ」原田真人監督９１「タフⅣ」原田真人監督    

''''０８「修羅の荒野２～宿命編～」（不動産屋０８「修羅の荒野２～宿命編～」（不動産屋０８「修羅の荒野２～宿命編～」（不動産屋０８「修羅の荒野２～宿命編～」（不動産屋    財津太一役）市川徹監督財津太一役）市川徹監督財津太一役）市川徹監督財津太一役）市川徹監督    

''''１４「鉄火場のシン１４「鉄火場のシン１４「鉄火場のシン１４「鉄火場のシン～生き残るモノ～生き残るモノ～生き残るモノ～生き残るモノの覚悟～の覚悟～の覚悟～の覚悟～」（石田役）松岡」（石田役）松岡」（石田役）松岡」（石田役）松岡孝典監督孝典監督孝典監督孝典監督    

''''１４「鉄火場のシン１４「鉄火場のシン１４「鉄火場のシン１４「鉄火場のシン～卓上に賭けた絆～～卓上に賭けた絆～～卓上に賭けた絆～～卓上に賭けた絆～」（石田役）松岡孝典監督」（石田役）松岡孝典監督」（石田役）松岡孝典監督」（石田役）松岡孝典監督    

    

【ネットテレビ】【ネットテレビ】【ネットテレビ】【ネットテレビ】    

    

''''０８「あっ！とおどろく放送局」（橋本拓弥さんとトーク）０８「あっ！とおどろく放送局」（橋本拓弥さんとトーク）０８「あっ！とおどろく放送局」（橋本拓弥さんとトーク）０８「あっ！とおどろく放送局」（橋本拓弥さんとトーク）    

    

【【【【NHKNHKNHKNHK ミニミニ映像大賞】ミニミニ映像大賞】ミニミニ映像大賞】ミニミニ映像大賞】    

    

''''１４「千年思い人」（乾陽一役１４「千年思い人」（乾陽一役１４「千年思い人」（乾陽一役１４「千年思い人」（乾陽一役    主役主役主役主役）香田卓也監督）香田卓也監督）香田卓也監督）香田卓也監督    

    

【ⅯＶ】【ⅯＶ】【ⅯＶ】【ⅯＶ】    

    

''''１６１６１６１６    モールヒル「変わりゆく世界と君モールヒル「変わりゆく世界と君モールヒル「変わりゆく世界と君モールヒル「変わりゆく世界と君」」」」（ヒロインの父役）（ヒロインの父役）（ヒロインの父役）（ヒロインの父役）    

    

【主な舞台】【主な舞台】【主な舞台】【主な舞台】    

''''８９唐組公演「電子城」８９唐組公演「電子城」８９唐組公演「電子城」８９唐組公演「電子城」（主演）（主演）（主演）（主演）作・演出：作・演出：作・演出：作・演出：唐十郎唐十郎唐十郎唐十郎    

''''８９８９８９８９唐組公演「ジャガーの眼唐組公演「ジャガーの眼唐組公演「ジャガーの眼唐組公演「ジャガーの眼」」」」（主演）（主演）（主演）（主演）作・演出：作・演出：作・演出：作・演出：唐十郎唐十郎唐十郎唐十郎    

''''９０唐組公演「セルロイドの乳首」９０唐組公演「セルロイドの乳首」９０唐組公演「セルロイドの乳首」９０唐組公演「セルロイドの乳首」（主演）（主演）（主演）（主演）作・演出：作・演出：作・演出：作・演出：唐十郎唐十郎唐十郎唐十郎    

''''９０唐組公演「透９０唐組公演「透９０唐組公演「透９０唐組公演「透明人間」明人間」明人間」明人間」（主演）（主演）（主演）（主演）作・演出：作・演出：作・演出：作・演出：唐十郎唐十郎唐十郎唐十郎    

''''９１オルガンヴィトー公演「ねむり姫異聞」９１オルガンヴィトー公演「ねむり姫異聞」９１オルガンヴィトー公演「ねむり姫異聞」９１オルガンヴィトー公演「ねむり姫異聞」（主演）（主演）（主演）（主演）    

''''９２オルガンヴィトー公演「アイオーン」９２オルガンヴィトー公演「アイオーン」９２オルガンヴィトー公演「アイオーン」９２オルガンヴィトー公演「アイオーン」（主演）（主演）（主演）（主演）    

''''９３オルガンヴィトー公演「真珠郎」９３オルガンヴィトー公演「真珠郎」９３オルガンヴィトー公演「真珠郎」９３オルガンヴィトー公演「真珠郎」（主演）（主演）（主演）（主演）    

''''９４オルガンヴィトー公演「カタカムナ」９４オルガンヴィトー公演「カタカムナ」９４オルガンヴィトー公演「カタカムナ」９４オルガンヴィトー公演「カタカムナ」（主演）（主演）（主演）（主演）    

''''９６オルガンヴィトー公演「少女地獄」９６オルガンヴィトー公演「少女地獄」９６オルガンヴィトー公演「少女地獄」９６オルガンヴィトー公演「少女地獄」（主演）（主演）（主演）（主演）    

''''９７オルガンヴィトー公演「うわさの床屋」９７オルガンヴィトー公演「うわさの床屋」９７オルガンヴィトー公演「うわさの床屋」９７オルガンヴィトー公演「うわさの床屋」（主演）（主演）（主演）（主演）    

''''９７９７９７９７オルガンヴィトー公演オルガンヴィトー公演オルガンヴィトー公演オルガンヴィトー公演「ハムレット異聞」「ハムレット異聞」「ハムレット異聞」「ハムレット異聞」（主演）（主演）（主演）（主演）    

''''９８オルガンヴィトー公演「億百千の赤い火」９８オルガンヴィトー公演「億百千の赤い火」９８オルガンヴィトー公演「億百千の赤い火」９８オルガンヴィトー公演「億百千の赤い火」（主演）（主演）（主演）（主演）    

''''００十貫寺梅軒プロデュース「泡のエントロピー」００十貫寺梅軒プロデュース「泡のエントロピー」００十貫寺梅軒プロデュース「泡のエントロピー」００十貫寺梅軒プロデュース「泡のエントロピー」（主演）（主演）（主演）（主演）    

''''０１オルガン０１オルガン０１オルガン０１オルガンヴィトー公演「バロウ～迷宮鉄道～」ヴィトー公演「バロウ～迷宮鉄道～」ヴィトー公演「バロウ～迷宮鉄道～」ヴィトー公演「バロウ～迷宮鉄道～」（主演）（主演）（主演）（主演）    

''''０２オルガンヴィトー公演「ねむり姫」０２オルガンヴィトー公演「ねむり姫」０２オルガンヴィトー公演「ねむり姫」０２オルガンヴィトー公演「ねむり姫」    


