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PROFILE

生年月日　1972 年（昭和 47年） 4 月 7日
サ イ ズ　Ｔ176
血 液 型　O型
出 身 地　三重県

出演作品

DRAMA
2021 ｢刑事 7人 season7｣ 第 3 話／ EX
2021 ｢オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ｣ 第 1・2話　／NHK総合
2021 ｢遺留捜査｣第 6話　木曜ミステリー／EX
2020 ｢西村京太郎トラベルミステリー 72 ～十津川警部のラストラン～｣ 　日曜プライム／EX
2020 ｢西村京太郎トラベルミステリー 71｣ 　日曜プライム／EX
2019 ｢庶務行員 多加賀主水 3｣ 　日曜プライム／EX
2019 ｢大富豪同心｣ 第 3・5話　BS時代劇／NHK‐BS
2019 ｢大奥 最終章｣ フジテレビ開局 60周年特別企画／CX
2019 ｢西村京太郎トラベルミステリー 70 ～十津川警部 VS 鉄道捜査官・花村乃里子～｣ 　日曜プライム／EX
2019 ｢警視庁 SP特命係｣ 月曜名作劇場／TBS
2019 ｢庶務行員　多加賀主水が悪を断つ｣ 日曜プライム／EX
2018 ｢西村京太郎トラベルミステリー 69 ～金沢～東京・殺人ルート 2 時間 33分の罠～｣ 　日曜プライム／EX
2018 ｢執事 西園寺の名推理｣ 第 1話／金曜 8時のドラマ／TX
2018 ｢不発弾～ブラックマネーを操る男｣ 第 3・5・6話／WOWOW
2017 ｢水戸黄門｣ 第 4話／ BS-TBS
2017 ｢庶務行員 多加賀主水が許さない｣ 日曜ワイド ／ EX
2017 ｢科捜研の女 season16｣ 第 11 話／ EX
2016 ｢グ・ラ・メ！～総理の料理番～｣ 第 8話（最終話） 金曜ナイトドラマ／EX
2016 ｢子連れ信兵衛｣ 第 4話　BS時代劇／NHK-BS プレミアム
2016 ｢沈まぬ太陽｣ 第 2部　第 13・14 話　連続ドラマＷ／WOWOW
2016 ｢警視庁捜査一課 9係 season11｣ 第 8 話／ EX
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2016 ｢湯けむりバスツアー 桜庭さやかの事件簿 7｣ 　月曜名作劇場／TBS
2016 ｢家裁調査官　山ノ坊晃～紛争解決 100％の男｣ 　土曜ワイド劇場／EX
2016 ｢棟居刑事の偽完全犯罪｣ 　土曜ワイド劇場／EX
2016 ｢監察官・羽生宗一 4｣ 　土曜ワイド劇場／EX
2015 ｢相棒 season14｣ 第 3 話／ EX
2015 ｢エンジェル・ハート｣ 第 2・6話／NTV
2015 ｢探偵の探偵 ｣ 第 9・10・11 話／CX
2015 ｢湯けむりバスツアー 桜庭さやかの事件簿 6｣ 　月曜ゴールデン／TBS
2015 ｢タクシードライバーの推理日誌 38｣ 　土曜ワイド劇場／EX
2015 ｢私は代行屋！ 4 事件推理請負人｣ 　土曜ワイド劇場／EX
2015 ｢守護神　ボディーガード・進藤輝 4 ｣ 　月曜ゴールデン／TBS
2015 ｢三匹のおっさん 2 ～正義の味方、見参！！～｣ 第 4話／ TX
2014 ｢ラスト・ドクター ～監察医アキタの検死報告～｣ 第 4話　金曜 8時のドラマ／TX
2014 ｢ホテルGメン 具志堅陽子の殺人推理 2｣ 　水曜ミステリー 9／ TX
2014 ｢湯けむりバスツアー 桜庭さやかの事件簿 5｣ 　月曜ゴールデン／TBS
2014 ｢ビンタ！～弁護士事務員ミノワが愛で解決します～｣ プラチナイト木曜ドラマ　第 11・12 話／ YTV
2014 ｢素敵な選 TAXI｣ 第 7 話／CX
2014 ｢赤い霊柩車 34｣ 　山村美紗サスペンス　金曜プレステージ／CX
2014 ｢ST 赤と白の捜査ファイル｣ 第 9・10 話／NTV
2014 ｢匿名探偵 ｣ 第 7 話　金曜ナイトドラマ／EX
2013 ｢ハクション大魔王｣ 　ドラマスペシャル／CX
2013 ｢蜃気楼｣ 　浅見光彦シリーズ 33　月曜ゴールデン／TBS
2013 ｢不倫調査員・片山由美 13 ～京都・くちなしの花殺人疑惑～｣ 　水曜ミステリー 9／ TX
2013 ｢ダブルス 二人の刑事｣ 第 6話　木曜ドラマ／EX
2013 ｢河内刑事と車椅子の美少女探偵 2 ～ドクターブライダル～｣ 　水曜ミステリー 9／ TX
2013 ｢家庭教師が解く！ ～殺人方程式の推理ドリル～｣ 　月曜ゴールデン／TBS
2012 ｢パーフェクト・ブルー｣ 　第 4話／ TBS
2012 ｢薄桜記｣ （全 11話）　BS時代劇／NHK
2012 ｢内田康夫サスペンス～多摩湖畔殺人事件～ ｣ 　水曜ミステリー 9／ TX
2012 ｢都市伝説の女 ｣ 　最終話／EX
2012 ｢湯けむりバスツアー 桜庭さやかの事件簿 4 ｣ 　月曜ゴールデン／TBS
2011 ｢小西行長 ～秀吉が日本を託した海の司令官～｣ 　郷土の偉人シリーズ第 19弾／ TKU
2011 ｢Oh !　デビー｣ 　BS スカパー ! 開局記念オリジナル連続ドラマ／BSスカパー !
2011 ｢華和家の四姉妹｣ 　TBS
2011 ｢マルモのおきて｣ 　CX
2011 ｢湯けむりバスツアー 桜庭さやかの事件簿 3｣ 　月曜ゴールデン／TBS
2011 ｢失恋保険 告らせ屋｣ 　YTV
2010 ｢探偵倶楽部｣ 　金曜プレステージ 東野圭吾ドラマスペシャル／CX
2010 ｢マークスの山｣ 　連続ドラマW／WOWOW
2010 ｢お母さんの最後の一日｣ 　ドラマスペシャル／EX
2010 ｢湯けむりバスツアー 桜庭さやかの事件簿 2｣ 　月曜ゴールデン／TBS
2010 ｢エンゼルバンク ～転職代理人～｣ 　EX
2009 ｢天地人｣ 　大河ドラマ　NHK
2009 ｢湯けむりバスツアー 桜庭さやかの事件簿｣ 　月曜ゴールデン／TBS
2009 ｢RESUCUE 特別高度救助隊｣ 　TBS
2009 ｢RESET リセット｣ 　YTV
2008 ｢花の誇り｣ 　時代劇スペシャル／NHK
2008 ｢7 人の弁護士（2）｣ 　EX
2008 ｢スイート 10 ～最後の恋人～｣ 　愛の劇場／TBS
2008 ｢和菓子連続殺人事件｣ 　土曜ワイド劇場／EX
2008 ｢ひみつな奥さん 3｣ 　金曜プレステージ／CX
2007 ｢モップガール｣ 　金曜ナイトドラマ／EX
2007 ｢スシ王子！｣ 　金曜ナイトドラマ／EX
2007 ｢お市の方｣ 　日本偉人大賞 2007 歴史を変えた超エライ人 SP／ CX
2007 ｢ひみつな奥さん 2｣ 　金曜プレステージ／CX
2007 ｢ママが料理をつくる理由｣ 　土曜プレミアム／CX
2006 ｢ひみつな奥さん｣ 　金曜プレステージ／CX

2006 ｢僕の歩く道｣ 　CX
2006 ｢ランブリングフィッシュ｣ 　KBS
2006 ｢渡る世間は鬼ばかり｣ 　TBS
2006 ｢トップキャスター｣ 　CX
2005 ｢離婚弁護士Ⅱ ～ハンサムウーマン～｣ 　CX
2005 ｢女タクシードライバーの事件日誌｣ 　月曜ミステリー劇場／TBS
2005 ｢大岡多聞の事件日誌｣ 　水曜プレミア／TBS
2005 ｢女刑事みずき　京都洛西署物語｣ 　EX
2005 ｢事件記者・三上雄太 3｣ 　NTV
2005 ｢電車男｣ 　CX
2005 ｢六月の花嫁 マリーゴールド｣ 　火曜サスペンス劇場／NTV
2005 ｢キソウの女・帆村純 2｣ 　土曜ワイド劇場／ABC
2004 ｢ナースマンがゆく｣ 　NTV
2004 ｢結婚のカタチ｣ 　NHK
2004 ｢完全再現！ 2　封印された” 拉致” 事件｣ 　金曜エンタテイメント／CX
2004 ｢渡る世間は鬼ばかり｣ 　TBS
2004 ｢家裁判事　伊奈守草介の事件日誌｣ 　金曜エンタテイメント／CX
2004 ｢滅びのモノクローム｣ 　CX
2004 ｢早乙女千春の添乗報告書 15｣ 　月曜ミステリー／TBS
2004 ｢ファイアーボーイズ ～め組の大吾～｣ 　CX
2004 ｢竜馬がゆく｣ 　新春ワイド時代劇　TX
2003 ｢末っ子長男姉三人｣ 　日曜劇場　TBS
2003 ｢夢みる葡萄 ～本を読む女～｣ 　NHK
2003 ｢大奥｣ 　CX
2003 ｢海のオルゴール｣ 　CX
2003 ｢ゆうれい、貸します｣ 　金曜時代劇／NHK
2003 ｢あなたの人生お運びします｣ 　TBS
2003 ｢赤ちゃんをさがせ！｣ 　NHK
2003 ｢美女か野獣｣ 　CX
2003 ｢いつもふたりで｣ 　CX
2003 ｢みの刑事の愛の事件簿大作戦｣ 　女と愛とミステリー／TX
2002 ｢逃げ口上｣ 　女と愛とミステリー／TX
2002 ｢科捜研の女 4｣ 　EX
2002 ｢真珠夫人　特別完結篇｣ 　金曜エンタテイメント／THK
2002 ｢真珠夫人｣ 　THK
2002 ｢渡る世間は鬼ばかり（6）｣ 　TBS
2002 ｢利家とまつ｣ 大河ドラマ　NHK
2002 ｢恋するトップレディ｣ 　KTV
2001 ｢科捜研の女 3｣ 　EX
2001 ｢お登勢｣ 金曜時代劇　NHK
2000 ｢渡る世間は鬼ばかり｣ 　TBS
2000 ｢アリバイの彼方へ｣ 　金曜エンタテイメント／CX
2000 ｢渡る世間は鬼ばかり　’ 00 年春スペシャル｣ 　TBS
2000 ｢仮面ライダークウガ｣ 　EX
1999 ｢渡る世間は鬼ばかり　’ 99 年年末スペシャル｣ 　TBS
1999 ｢芭蕉・青の残影｣ 　三重 TV開局 30周年記念作品／MTV
1999 ｢舞妓さんは名探偵！｣ 　EX
1999 ｢しくじり鏡三郎｣ 　金曜時代劇　NHK
1999 ｢元禄繚乱｣ 大河ドラマ／NHK
1999 ｢活動寫真の女｣ 　NHK／ BS
1998 ｢神様もう少しだけ｣ 　CX
1998 ｢きらきらひかる｣ 　CX
1998 ｢上杉鷹山｣ 　正月時代劇　NHK
1997 ｢さしすせそ !?｣ 　花王愛の劇場　TBS
1997 ｢棘・おんなの遺言状｣ 　水曜ドラマシリーズ／NHK
1997 ｢風光る剣｣ 　正月時代劇／NHK
1996 ｢夢暦　長崎奉行｣ 　金曜時代劇／NHK
1994 ｢週末の怪人｣ 　NTV
1994 ｢セプテンバーLOVE｣ 　土曜コネクション第 2部／ TBS
1994 ｢大家族ドラマ　嫁の出る幕｣ 　木曜ドラマ／NHK
1994 ｢結婚式花嫁介添人がゆく 1｣ 　花王ファミリースペシャル／KTV
1994 ｢17 才｣ 　ボクたちのドラマシリーズ　CX
1994 ｢湯けむり女子大生騒動｣ 　火曜ドラマリーグ／ABC
1994 ｢世にも奇妙な物語 ～冬の特別編～ ふたり｣ 　CX
1994 ｢私の運命　MY DESTIINY｣ 　TBS
1993 ｢白鳥麗子でございます 2｣ 　ボクたちのドラマシリーズ／CX
1993 ｢愛してるよ！｣ 　月曜ドラマイン　EX
1993 ｢平成 5年夏、生まれた町で｣ 　CTV
1993 ｢青春もの｣ 　CX
1993 ｢いちご白書｣ 　EX
1992 ｢東京あかんたれ｣ 　EX
1992 ｢夏のたそがれ｣ 　東芝日曜劇場　CBC
1992 ｢放課後｣ 　ボクたちのドラマシリーズ 　CX
1992 ｢五丁目の決闘｣ 　日曜ドラマハウス　CX
1992 ｢キライじゃないぜ｣ 　TBS
1992 ｢熱い胸さわぎ　第一章　Bye Bye My Love｣ 　TBS
1992 ｢鎌倉恋愛委員会　出会いはオンタイム｣ 　TBS
1992 ｢愛さずにいられない｣ 　NTV
1992 ｢ヴァンサンカン・結婚｣ 　CX
1991 ｢イブは初恋のようにとっても素敵なことがあった｣ 　月曜ドラマスペシャル／TBS
MOVIE
2011 ｢恋谷橋 ～ La Vallee del’ amour ～｣ 　後藤幸一監督
2010 ｢相棒　劇場版Ⅱ｣ 　和泉聖治監督
2010 ｢半次郎｣ 　五十嵐匠監督
2006 ｢アジアンタムブルー｣ 　藤田明二監督
2006 ｢犬神家の一族｣ 　市川崑監督
2006 ｢ウォーターズ｣ 　西村了監督
2005 ｢オボエテル－前世の記憶｣ 　明石和幸監督
2003 ｢呪怨 2｣ 　清水崇監督
2002 ｢月のあかり｣ 　倉持健一監督
2001 ｢ゴジラモスラキングギドラ　大怪獣総攻撃｣ 　金子修介監督
2000 ｢ざわざわ下北沢｣ 　市川準監督
1994 ｢横浜ばっくれ隊｣ 　中田信一郎監督
STAGE
2020 ｢陽だまりの樹｣ 　＊DVD発売のみ
2019 ｢サザエさん｣ 　明治座・博多座
2019 ｢細雪｣ 明治座
2018 ｢仮 縫｣ 明治座
2018 ｢WATER by the SPOONFUL｣ 　紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
2017 ｢土佐堀川｣ 東京 シアタークリエ／大阪 サンケイホールブリーゼ
2017 ｢シスター｣ リーディングドラマ／ CBGKシブゲキ！！
2017 ｢細雪｣ 　明治座
2016 ｢祇園の姉妹｣ 　明治座
2016 ｢逢いたくて・・・｣ 方南ぐみ企画公演朗読劇／ 三越劇場
2015 ｢ラヴ・レターズ｣ 　パルコ劇場
2015 ｢細雪｣ 　新歌舞伎座 4月公演
2015 ｢真田十勇士｣ 　東京：赤坂ACTシアター／名古屋：中日劇場／大阪：梅田芸術劇場／福岡：キャナルシティ劇場
2014 ｢細雪｣ 　明治座 6月公演
2014 ｢今度は愛妻家｣ 　東京：芸術劇場シアターウエスト／名古屋：アートピアホール／兵庫： 阪急ホール
2014 ｢コンダーさんの恋｣ 　明治座 1月公演
2013 ｢アンナ・カレーニナ ～ Finaｌ公演～｣ 　東京：ル・テアトル銀座／大阪：梅田芸術劇場／名古屋：名鉄ホール
2013 ｢真田十勇士｣ 　東京：赤坂ACTシアター／名古屋：中日劇場／大阪：梅田芸術劇場
2012 ｢英国王のスピーチ｣ 　東京：世田谷パブリックシアター／大阪：森ノ宮ピロティーホール
2012 ｢ビューティフル・サンデイ｣ 　東京：ル・テアトル銀座／大阪：シアターBRAVA！　他
2011 ｢華麗なるミュージカル音楽の世界　ガラコンサート 2012｣ 　東京国際フォーラム ホールC
2011 ｢ビクター・ビクトリア｣ 　東京：ル・テアトル銀座／大阪：森ノ宮ピロティーホール
2011 ｢ガブリエル・シャネル｣ 　日生劇場
2010-2011 ｢アンナ・カレーニナ｣ 　東京：シアタークリエ／他（新潟　兵庫　名古屋　大阪）
2010 ｢ジョアンナ｣ 　東京：THEATER1010 ／名古屋：名鉄ホール／神戸：新神戸オリエンタル劇場
2009-2010 ｢暗くなるまで待って｣ 　大阪：シアタードラマシティ／東京：グローブ座／名古屋：名鉄ホール／仙台：イズミティ 21
2009 ｢ガブリエル・シャネル｣ 　新橋演舞場
2008 ｢宝塚 BOYS｣ 　東京：シアタークリエ／兵庫：兵庫県立芸術文化センター中ホール／愛知：愛知厚生年金会館
2007 ｢憑神｣ 　東京：新橋演舞場／大阪：松竹座
2007 ｢宝塚 BOYS｣ 　ル・テアトル銀座
2006 ｢PRIVATE　LIVES｣ 　Noel Coward’ s comedy ／青山円形劇場
2006 ｢アンナ・カレーニナ｣ 　ル・テアトル銀座
2005 ｢お登勢｣ 　芸術座
2004 ｢燃えよ剣｣ 　明治座
2002 ｢日本文学全集｣ 　K-Produce ／かめありリリオホール
1996 ｢明暗嫁問答｣ 　深川小劇場
1994 ｢ひとり息子｣ 　渋谷ジアンジアン
TV
2016 ｢50 キュン　恋愛物語｣ ラブドラマバラエティー／KTV
2013 ｢極上空間｣ 　小さなクルマ、大きな未来。／BS 朝日
NARRATION
2011 ｢スカパー！シネマアワー THE PRIZE ～世界の映画祭から～｣ 　BSスカパー！
2007 ｢にっぽん宿坊紀行｣ 　NHK／ BS-hi
V-CINEMA
1998 ｢旅の石工 ～丹波佐吉の生涯～｣ 　文化工房
1998 ｢やさしくなりたい　ティーンズハートコレクション｣ 　ファンハウス
1992 ｢パステル LOVE｣ 　ファンハウス
BOOK
2004 ｢W ～ダブル～｣ 　写真集／竹書房

KOKOPELLI Co., Ltd２



2006 ｢僕の歩く道｣ 　CX
2006 ｢ランブリングフィッシュ｣ 　KBS
2006 ｢渡る世間は鬼ばかり｣ 　TBS
2006 ｢トップキャスター｣ 　CX
2005 ｢離婚弁護士Ⅱ ～ハンサムウーマン～｣ 　CX
2005 ｢女タクシードライバーの事件日誌｣ 　月曜ミステリー劇場／TBS
2005 ｢大岡多聞の事件日誌｣ 　水曜プレミア／TBS
2005 ｢女刑事みずき　京都洛西署物語｣ 　EX
2005 ｢事件記者・三上雄太 3｣ 　NTV
2005 ｢電車男｣ 　CX
2005 ｢六月の花嫁 マリーゴールド｣ 　火曜サスペンス劇場／NTV
2005 ｢キソウの女・帆村純 2｣ 　土曜ワイド劇場／ABC
2004 ｢ナースマンがゆく｣ 　NTV
2004 ｢結婚のカタチ｣ 　NHK
2004 ｢完全再現！ 2　封印された” 拉致” 事件｣ 　金曜エンタテイメント／CX
2004 ｢渡る世間は鬼ばかり｣ 　TBS
2004 ｢家裁判事　伊奈守草介の事件日誌｣ 　金曜エンタテイメント／CX
2004 ｢滅びのモノクローム｣ 　CX
2004 ｢早乙女千春の添乗報告書 15｣ 　月曜ミステリー／TBS
2004 ｢ファイアーボーイズ ～め組の大吾～｣ 　CX
2004 ｢竜馬がゆく｣ 　新春ワイド時代劇　TX
2003 ｢末っ子長男姉三人｣ 　日曜劇場　TBS
2003 ｢夢みる葡萄 ～本を読む女～｣ 　NHK
2003 ｢大奥｣ 　CX
2003 ｢海のオルゴール｣ 　CX
2003 ｢ゆうれい、貸します｣ 　金曜時代劇／NHK
2003 ｢あなたの人生お運びします｣ 　TBS
2003 ｢赤ちゃんをさがせ！｣ 　NHK
2003 ｢美女か野獣｣ 　CX
2003 ｢いつもふたりで｣ 　CX
2003 ｢みの刑事の愛の事件簿大作戦｣ 　女と愛とミステリー／TX
2002 ｢逃げ口上｣ 　女と愛とミステリー／TX
2002 ｢科捜研の女 4｣ 　EX
2002 ｢真珠夫人　特別完結篇｣ 　金曜エンタテイメント／THK
2002 ｢真珠夫人｣ 　THK
2002 ｢渡る世間は鬼ばかり（6）｣ 　TBS
2002 ｢利家とまつ｣ 大河ドラマ　NHK
2002 ｢恋するトップレディ｣ 　KTV
2001 ｢科捜研の女 3｣ 　EX
2001 ｢お登勢｣ 金曜時代劇　NHK
2000 ｢渡る世間は鬼ばかり｣ 　TBS
2000 ｢アリバイの彼方へ｣ 　金曜エンタテイメント／CX
2000 ｢渡る世間は鬼ばかり　’ 00 年春スペシャル｣ 　TBS
2000 ｢仮面ライダークウガ｣ 　EX
1999 ｢渡る世間は鬼ばかり　’ 99 年年末スペシャル｣ 　TBS
1999 ｢芭蕉・青の残影｣ 　三重 TV開局 30周年記念作品／MTV
1999 ｢舞妓さんは名探偵！｣ 　EX
1999 ｢しくじり鏡三郎｣ 　金曜時代劇　NHK
1999 ｢元禄繚乱｣ 大河ドラマ／NHK
1999 ｢活動寫真の女｣ 　NHK／ BS
1998 ｢神様もう少しだけ｣ 　CX
1998 ｢きらきらひかる｣ 　CX
1998 ｢上杉鷹山｣ 　正月時代劇　NHK
1997 ｢さしすせそ !?｣ 　花王愛の劇場　TBS
1997 ｢棘・おんなの遺言状｣ 　水曜ドラマシリーズ／NHK
1997 ｢風光る剣｣ 　正月時代劇／NHK
1996 ｢夢暦　長崎奉行｣ 　金曜時代劇／NHK
1994 ｢週末の怪人　セントマーチンの夏｣ 　NTV

1994 ｢セプテンバーLOVE｣ 　土曜コネクション第 2部／ TBS
1994 ｢大家族ドラマ　嫁の出る幕｣ 　木曜ドラマ／NHK
1994 ｢結婚式花嫁介添人がゆく 1｣ 　花王ファミリースペシャル／KTV
1994 ｢17 才｣ 　ボクたちのドラマシリーズ　CX
1994 ｢湯けむり女子大生騒動｣ 　火曜ドラマリーグ／ABC
1994 ｢世にも奇妙な物語 ～冬の特別編～ ふたり｣ 　CX
1994 ｢私の運命　MY DESTIINY｣ 　TBS
1993 ｢白鳥麗子でございます 2｣ 　ボクたちのドラマシリーズ／CX
1993 ｢愛してるよ！｣ 　月曜ドラマイン　EX
1993 ｢平成 5年夏、生まれた町で｣ 　CTV
1993 ｢青春もの｣ 　CX
1993 ｢いちご白書｣ 　EX
1992 ｢東京あかんたれ｣ 　EX
1992 ｢夏のたそがれ｣ 　東芝日曜劇場　CBC
1992 ｢放課後｣ 　ボクたちのドラマシリーズ 　CX
1992 ｢五丁目の決闘｣ 　日曜ドラマハウス　CX
1992 ｢キライじゃないぜ｣ 　TBS
1992 ｢熱い胸さわぎ　第一章　Bye Bye My Love｣ 　TBS
1992 ｢鎌倉恋愛委員会　出会いはオンタイム｣ 　TBS
1992 ｢愛さずにいられない｣ 　NTV
1992 ｢ヴァンサンカン・結婚｣ 　CX
1991 ｢イブは初恋のようにとっても素敵なことがあった｣ 　月曜ドラマスペシャル／TBS
MOVIE
2011 ｢恋谷橋 ～ La Vallee del’ amour ～｣ 　後藤幸一監督
2010 ｢相棒　劇場版Ⅱ｣ 　和泉聖治監督
2010 ｢半次郎｣ 　五十嵐匠監督
2006 ｢アジアンタムブルー｣ 　藤田明二監督
2006 ｢犬神家の一族｣ 　市川崑監督
2006 ｢ウォーターズ｣ 　西村了監督
2005 ｢オボエテル－前世の記憶｣ 　明石和幸監督
2003 ｢呪怨 2｣ 　清水崇監督
2002 ｢月のあかり｣ 　倉持健一監督
2001 ｢ゴジラモスラキングギドラ　大怪獣総攻撃｣ 　金子修介監督
2000 ｢ざわざわ下北沢｣ 　市川準監督
1994 ｢横浜ばっくれ隊｣ 　中田信一郎監督
STAGE
2020 ｢陽だまりの樹｣ 　＊DVD発売のみ
2019 ｢サザエさん｣ 　明治座・博多座
2019 ｢細雪｣ 明治座
2018 ｢仮 縫｣ 明治座
2018 ｢WATER by the SPOONFUL｣ 　紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
2017 ｢土佐堀川｣ 東京 シアタークリエ／大阪 サンケイホールブリーゼ
2017 ｢シスター｣ リーディングドラマ／ CBGKシブゲキ！！
2017 ｢細雪｣ 　明治座
2016 ｢祇園の姉妹｣ 　明治座
2016 ｢逢いたくて・・・｣ 方南ぐみ企画公演朗読劇／ 三越劇場
2015 ｢ラヴ・レターズ｣ 　パルコ劇場
2015 ｢細雪｣ 　新歌舞伎座 4月公演
2015 ｢真田十勇士｣ 　東京：赤坂ACTシアター／名古屋：中日劇場／大阪：梅田芸術劇場／福岡：キャナルシティ劇場
2014 ｢細雪｣ 　明治座 6月公演
2014 ｢今度は愛妻家｣ 　東京：芸術劇場シアターウエスト／名古屋：アートピアホール／兵庫： 阪急ホール
2014 ｢コンダーさんの恋｣ 　明治座 1月公演
2013 ｢アンナ・カレーニナ ～ Finaｌ公演～｣ 　東京：ル・テアトル銀座／大阪：梅田芸術劇場／名古屋：名鉄ホール
2013 ｢真田十勇士｣ 　東京：赤坂ACTシアター／名古屋：中日劇場／大阪：梅田芸術劇場
2012 ｢英国王のスピーチ｣ 　東京：世田谷パブリックシアター／大阪：森ノ宮ピロティーホール
2012 ｢ビューティフル・サンデイ｣ 　東京：ル・テアトル銀座／大阪：シアターBRAVA！　他
2011 ｢華麗なるミュージカル音楽の世界　ガラコンサート 2012｣ 　東京国際フォーラム ホールC
2011 ｢ビクター・ビクトリア｣ 　東京：ル・テアトル銀座／大阪：森ノ宮ピロティーホール
2011 ｢ガブリエル・シャネル｣ 　日生劇場
2010-2011 ｢アンナ・カレーニナ｣ 　東京：シアタークリエ／他（新潟　兵庫　名古屋　大阪）
2010 ｢ジョアンナ｣ 　東京：THEATER1010 ／名古屋：名鉄ホール／神戸：新神戸オリエンタル劇場
2009-2010 ｢暗くなるまで待って｣ 　大阪：シアタードラマシティ／東京：グローブ座／名古屋：名鉄ホール／仙台：イズミティ 21
2009 ｢ガブリエル・シャネル｣ 　新橋演舞場
2008 ｢宝塚 BOYS｣ 　東京：シアタークリエ／兵庫：兵庫県立芸術文化センター中ホール／愛知：愛知厚生年金会館
2007 ｢憑神｣ 　東京：新橋演舞場／大阪：松竹座
2007 ｢宝塚 BOYS｣ 　ル・テアトル銀座
2006 ｢PRIVATE　LIVES｣ 　Noel Coward’ s comedy ／青山円形劇場
2006 ｢アンナ・カレーニナ｣ 　ル・テアトル銀座
2005 ｢お登勢｣ 　芸術座
2004 ｢燃えよ剣｣ 　明治座
2002 ｢日本文学全集｣ 　K-Produce ／かめありリリオホール
1996 ｢明暗嫁問答｣ 　深川小劇場
1994 ｢ひとり息子｣ 　渋谷ジアンジアン
TV
2016 ｢50 キュン　恋愛物語｣ ラブドラマバラエティー／KTV
2013 ｢極上空間｣ 　小さなクルマ、大きな未来。／BS 朝日
NARRATION
2011 ｢スカパー！シネマアワー THE PRIZE ～世界の映画祭から～｣ 　BSスカパー！
2007 ｢にっぽん宿坊紀行｣ 　NHK／ BS-hi
V-CINEMA
1998 ｢旅の石工 ～丹波佐吉の生涯～｣ 　文化工房
1998 ｢やさしくなりたい　ティーンズハートコレクション｣ 　ファンハウス
1992 ｢パステル LOVE｣ 　ファンハウス
BOOK
2004 ｢W ～ダブル～｣ 　写真集／竹書房
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1994 ｢セプテンバーLOVE｣ 　土曜コネクション第 2部／ TBS
1994 ｢大家族ドラマ　嫁の出る幕｣ 　木曜ドラマ／NHK
1994 ｢結婚式花嫁介添人がゆく 1｣ 　花王ファミリースペシャル／KTV
1994 ｢17 才｣ 　ボクたちのドラマシリーズ　CX
1994 ｢湯けむり女子大生騒動｣ 　火曜ドラマリーグ／ABC
1994 ｢世にも奇妙な物語 ～冬の特別編～ ふたり｣ 　CX
1994 ｢私の運命　MY DESTIINY｣ 　TBS
1993 ｢白鳥麗子でございます 2｣ 　ボクたちのドラマシリーズ／CX
1993 ｢愛してるよ！｣ 　月曜ドラマイン　EX
1993 ｢平成 5年夏、生まれた町で｣ 　CTV
1993 ｢青春もの｣ 　CX
1993 ｢いちご白書｣ 　EX
1992 ｢東京あかんたれ｣ 　EX
1992 ｢夏のたそがれ｣ 　東芝日曜劇場　CBC
1992 ｢放課後｣ 　ボクたちのドラマシリーズ 　CX
1992 ｢五丁目の決闘｣ 　日曜ドラマハウス　CX
1992 ｢キライじゃないぜ｣ 　TBS
1992 ｢熱い胸さわぎ　第一章　Bye Bye My Love｣ 　TBS
1992 ｢鎌倉恋愛委員会　出会いはオンタイム｣ 　TBS
1992 ｢愛さずにいられない｣ 　NTV
1992 ｢ヴァンサンカン・結婚｣ 　CX
1991 ｢イブは初恋のようにとっても素敵なことがあった｣ 　月曜ドラマスペシャル／TBS

MOVIE
2020     ｢信虎｣ 　金子修介監督　武田信玄生誕 500 年記念映画
2011 ｢恋谷橋 ～ La Vallee del’ amour ～｣ 　後藤幸一監督
2010 ｢相棒　劇場版Ⅱ｣ 　和泉聖治監督
2010 ｢半次郎｣ 　五十嵐匠監督
2006 ｢アジアンタムブルー｣ 　藤田明二監督
2006 ｢犬神家の一族｣ 　市川崑監督
2006 ｢ウォーターズ｣ 　西村了監督
2005 ｢オボエテル－前世の記憶｣ 　明石和幸監督
2003 ｢呪怨 2｣ 　清水崇監督
2002 ｢月のあかり｣ 　倉持健一監督
2001 ｢ゴジラモスラキングギドラ　大怪獣総攻撃｣ 　金子修介監督
2000 ｢ざわざわ下北沢｣ 　市川準監督
1994 ｢横浜ばっくれ隊｣ 　中田信一郎監督

STAGE
2020 ｢陽だまりの樹｣ 　＊DVD発売のみ
2019 ｢サザエさん｣ 　明治座・博多座
2019 ｢細雪｣ 明治座
2018 ｢仮 縫｣ 明治座
2018 ｢WATER by the SPOONFUL｣ 　紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
2017 ｢土佐堀川｣ 東京 シアタークリエ／大阪 サンケイホールブリーゼ
2017 ｢シスター｣ リーディングドラマ／ CBGKシブゲキ！！
2017 ｢細雪｣ 　明治座
2016 ｢祇園の姉妹｣ 　明治座
2016 ｢逢いたくて・・・｣ 方南ぐみ企画公演朗読劇／ 三越劇場
2015 ｢ラヴ・レターズ｣ 　パルコ劇場
2015 ｢細雪｣ 　新歌舞伎座 4月公演
2015 ｢真田十勇士｣ 　東京：赤坂ACTシアター／名古屋：中日劇場／大阪：梅田芸術劇場／福岡：キャナルシティ劇場
2014 ｢細雪｣ 　明治座 6月公演
2014 ｢今度は愛妻家｣ 　東京：芸術劇場シアターウエスト／名古屋：アートピアホール／兵庫： 阪急ホール
2014 ｢コンダーさんの恋｣ 　明治座 1月公演
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2013 ｢アンナ・カレーニナ ～ Finaｌ公演～｣ 　東京：ル・テアトル銀座／大阪：梅田芸術劇場／名古屋：名鉄ホール
2013 ｢真田十勇士｣ 　東京：赤坂ACTシアター／名古屋：中日劇場／大阪：梅田芸術劇場
2012 ｢英国王のスピーチ｣ 　東京：世田谷パブリックシアター／大阪：森ノ宮ピロティーホール
2012 ｢ビューティフル・サンデイ｣ 　東京：ル・テアトル銀座／大阪：シアターBRAVA！　他
2011 ｢華麗なるミュージカル音楽の世界　ガラコンサート 2012｣ 　東京国際フォーラム ホールC
2011 ｢ビクター・ビクトリア｣ 　東京：ル・テアトル銀座／大阪：森ノ宮ピロティーホール
2011 ｢ガブリエル・シャネル｣ 　日生劇場
2010-2011   ｢アンナ・カレーニナ｣ 　東京：シアタークリエ／他（新潟　兵庫　名古屋　大阪）
2010 ｢ジョアンナ｣ 　東京：THEATER1010 ／名古屋：名鉄ホール／神戸：新神戸オリエンタル劇場
2010 ｢戯伝写楽｣ 　東京：青山劇場／大阪：シアターBRAVA!
2009-2010   ｢暗くなるまで待って｣ 　大阪：シアタードラマシティ／東京：グローブ座／名古屋：名鉄ホール／仙台：イズミティ21
2009 ｢ガブリエル・シャネル｣ 　新橋演舞場
2008 ｢宝塚 BOYS｣ 　東京：シアタークリエ／兵庫：兵庫県立芸術文化センター中ホール／愛知：愛知厚生年金会館
2007 ｢憑神｣ 　東京：新橋演舞場／大阪：松竹座
2007 ｢宝塚 BOYS｣ 　ル・テアトル銀座
2006 ｢PRIVATE　LIVES｣ 　Noel Coward’ s comedy ／青山円形劇場
2006 ｢アンナ・カレーニナ｣ 　ル・テアトル銀座
2005 ｢お登勢｣ 　芸術座
2004 ｢燃えよ剣｣ 　明治座
2002 ｢日本文学全集｣ 　K-Produce ／かめありリリオホール
1996 ｢明暗嫁問答｣ 　深川小劇場
1994 ｢ひとり息子｣ 　渋谷ジアンジアン

TV
2016 ｢50 キュン　恋愛物語｣ ラブドラマバラエティー／KTV
2013 ｢極上空間｣ 　小さなクルマ、大きな未来。／BS 朝日
1998  　「世界ウルルン滞在記 -ニューヨークで「タンクマン」に挑戦 -」／ TBS

NARRATION
2011 ｢スカパー！シネマアワー THE PRIZE ～世界の映画祭から～｣ 　BSスカパー！
2007 ｢にっぽん宿坊紀行｣ 　NHK／ BS-hi

GAME
2009 「相棒DS」テクモ　ドラマモード 第 1話「残照」 
2005 「グランディア III」　スクウェア・エニックス

CM
2003 日興コーディアル証券 ナレーション
2003 SONY・Handycam
2002 ソフトバンクモバイル Jphone 写メール Hi! 篇
2001 スズキ・ワゴンR1300 ソリオ
1999－2001 京成スカイライナー
1992 日産パルサー　中山美穂と電話編
1992 東鳩オールレーズン

V-CINEMA/WEB-CINEMA
2004 ｢うさぎのもちつき２」
2003 ｢うさぎのもちつき」
1998 ｢旅の石工 ～丹波佐吉の生涯～｣ 　文化工房
1998 ｢やさしくなりたい　ティーンズハートコレクション｣ 　ファンハウス
1992 ｢パステル LOVE｣ 　ファンハウス
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RADIO
1994 ｢葛山信吾のまっすぐにしか言えません」文化放送

MUSIC
葛山信吾
<single>
2000 ｢It comes rain」日本コロムビア /「仮面ライダークウガ」イメージCD
1995 ｢レイニーハート」ファンハウス
1995 ｢いけないジェラシー感じて」ファンハウス
1994 ｢DOTTOW～怒濤」ファンハウス
1993 ｢愛なしでは生きられない」ファンハウス
1992 ｢二人を認めない」ファンハウス
<album>
2002 ｢green DAYS」　コンプリートBOX
1993 ｢Hello Tokyo」ファンハウス
1992 ｢青春の旅路」ファンハウス

Bricks
<single>
2000 ｢CARRY ON」　日本コロムビア
<album>
2002 「goofy」
1999 ｢TODAY」
1997 「Boy' Life」

BOOK
2004 ｢W ～ダブル～｣ 　写真集／竹書房
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