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本名 ：谷村 好一（よしかず） 

 

生年月日：1954 年 12 月８日 

出身地 ：鹿児島県 

 

サイズ ：身長-173 ㎝ 体重-75 ㎏ 

B-105 W-90 H-100 F-26 

首回り-42 頭回り-57 肩幅-50 

袖丈-53 着丈-53 股下-77 

 

資格 ：自動二輪免許  

：普通自動車免許 

 

特技 ：柔道初段 

 

 

劇団ミスタースリムカンパニー出身 
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芸歴 

 

【映画】 

にっかつ   『ロリコン妻 微熱』 

『時計』 

松竹    『パッセンジャー』 

東映    『恋子の毎日』 

松竹    『その男、凶暴につき』 

    東映    『ふうせん』 

    東映    『本気』 

    東映    『修羅の伝説』 

    テアトルセゾン 『みんなやってるか！』 

イメ−ジファクトリー 『不法滞在』 

    オフイス点  『実録 梁山泊パチプロ列伝 5 リーダー編』 

    セントラルアーツ 『DOG FIGHT』 

    セントラルアーツ 『姐御』 

    ジャパンホームビデオ 『GUN CRAZY』 

’13        スコープサイズ 『６月６日』 

‘14                『日本やくざ抗争史広島抗争』 

‘15      東映       『さらばあぶない刑事』 

                  『制覇』 

                  『若頭暗殺』 

                  『日本統一１２，１３，１４』 

【テレビ】 

    NTV   『田中丸家御一同様』（準レギュラー） 

    TBS   『ふぞろいの林檎たち』（レギュラー） 

    TBS   『許せない結婚』（レギュラー） 

    CX    月曜ドラマランド 『のんき君』 

CX    月曜ドラマランド 『少年隊・ショーアップ・ハイスクール』 

テレビ朝日 『ザ・ハングマンⅣ』 

    テレビ朝日 『あぶない刑事』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『悪夢の花嫁』 

    TBS   水曜ドラマスペシャル 『ザ・ブス』 
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    NTV   『あきれた刑事』 

    NTV   『銭形平次』 

    CX    『オレの妹急上昇』 

    テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派』 

    CX    男と女のミステリー 『遠い家族』 

    NTV   水曜グランドロマン 『愛の矢車草』 

    テレビ東京 『隠密 奥の細道』 

    NTV   『野望の国』 

    NTV   『いけない女子高物語』 

    テレビ朝日 『さすらい刑事旅情編Ⅱ』 

    NHK   大河ドラマ 『翔ぶが如く』 

    CX    『神谷玄次郎捕物控』 

    NTV   土曜グランド劇場 『火の用心』 

    NTV   『刑事貴族』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『ミスティーガール紅子Ⅱ南青山虚飾コレクション』 

    CX    『もう恋なんてしないたぶん、明日までは』 

    TBS   『浮浪雲』 

    テレビ朝日 『さすらい刑事旅情編Ⅲ』 

    テレビ朝日 『芸者小春の華麗な冒険』 

    NTV   土曜グランド劇場 『助教授 一色麗子』（レギュラー） 

テレビ朝日 『真夏の刑事』 

    NTV   『ポールポジション』 

    TBS   『眠れない夜を数えて』 

    TBS   『天使のように生きてみたい』（レギュラー） 

    NTV   『教師夏休み物語』 

    NTV   『はだかの刑事』 

    NTV   土曜グランド劇場 『日曜はダメよ』 

    NTV   『彼女の嫌いな彼女』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『犯行再現ビデオ』 

    テレビ朝日 『愛してるよ』 

    テレビ朝日 火曜ドラマリーグ 『お姉さんの朝帰り』（準レギュラー） 

    テレビ朝日 火曜ドラマ 『お姉さんの朝帰りⅡ』（準レギュラー） 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『姥捨の街』 
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    福岡放送  『兄弟（ブラザー）』 

    NTV   『静かなるドン』 

’95   TBS   月曜ドラマスペシャル 『信濃のコロンボシリーズ 戸隠伝説殺人事件』 

    TBS   『ジューンブライド』（レギュラー） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『事件 3』 

    NTV   『ザ・シェフ』 

’96   TBS   月曜ドラマスペシャル 『保険調査員・しがらみ太郎の事件簿』 

    NHK/BS  『新宿鮫–屍蘭-』 

    テレビ東京 『刑事追う』 

    NTV   『金田一少年の事件簿』 

’97   CX    『踊る大捜査線』（第 6 話） 

    テレビ朝日 月曜ドラマイン 『名探偵 保健室のオバさん』（第 7 話） 

    TBS   花王愛の劇場 『あした吹く風』（レギュラー） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『同居人カップルの殺人推理旅行 5』 

    テレビ朝日 『私を信じて』 

NTV   火曜サスペンス劇場 『遠い日の花火』 

’98   TBS   月曜ドラマスペシャル 『京都冬化粧殺人事件』 

    CX    金曜エンタテイメント 『激突！子連れダンプ母ちゃんの大逆転推理』 

TBS   花王愛の劇場 『勇気を出して』（レギュラー） 

    テレビ朝日 『はみだし刑事情熱系Ⅲ』（第 9 話） 

’99   NTV   『蘇る金狼』 

    テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派』 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『京都宵山察人事件』 

    TBS   『水戸黄門』 

    テレビ朝日 『青い鳥症候群』（第 2 話） 

    CX    『賭事女王-GANBLE QUEEN-』 

    NTV   火曜サスペンス 2000 年 SP 『外科医・有森冴子「母…」』 

’00   テレビ朝日 土曜ワイド劇場『銀行強盗はなぜ殺されたか？』 

NTV   『伝説の教師』（第 3 話） 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『山村美沙サスペンス 検視官江夏冬子6 京都女人伝説察人事件』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『愛は残酷』 

    NTV   『ストレートニュース』（第 9 話） 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『陰の季節 2』 
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’01   NHK 教育 『虹色定期便』（レギュラー） 

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『ぽっかや（温泉医）事件カルテ 2』 

TBS   月曜ミステリー劇場 『浅見光彦シリーズ 16 坊ちゃん殺人事件』 

’02   テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派』（Ｎｏ.334） 

TBS   『First Love』（7 話） 

テレビ朝日 『相棒』 

’03   テレビ朝日 『はみだし刑事情熱系Ⅶ』（3 話） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『みちのく紅花街道の女』 

    TBS   月曜ミステリー劇場 『湯の町コンサルタント 2』 

    TBS   月曜ミステリー劇場 『西村京太郎サスペンス・探偵左文字進 8』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『徴税請負人松原完治』 

’04   TBS   月曜ミステリー劇場 『税務調査官窓際太郎の事件簿 11』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『事件記者・三上雄太』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『検事霞夕子 24 隣の関係』 

’05   テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『瀬戸内しまなみ殺人潮流』 

テレビ東京 水曜ミステリー9 第 25 回横溝正史ミステリー大賞 『約束』 

    TBS   月曜ミステリー劇場 『万引き G メン・二階堂雪 14』 

’06   TBS   月曜ゴールデン 『自治会長 糸井緋芽子 社宅の事件簿 8』 

    CX    金曜プレステージ 『所轄刑事 3』 

    NTV   火曜ドラマゴールド 『警視庁鑑識課 ミッドナイトブルー』 

’07   テレビ東京 水曜ミステリー9 『多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉 7』 

’08   テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『隠蔽捜査 2』 

    NTV   『ホカベン』（4 話） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『炎の警備隊長・五十嵐杜夫 7』 

    東海テレビ 連続ドラマ 『愛讐のロメラ』（準レギュラー） 

’09   関西テレビ 『白い春』（1 話） 

    TBS   月曜ゴールデン 『弁護士 高見沢響子 10』 

’10   TBS   『水戸黄門 第四十二部』（5 話） 

’14        テレビ東京 水曜ミステリー９『横浜ブラックジャックドクター藪田の事件カルテ』 

【舞台】 

’12   劇団成人式 

    『AFTER LEVEL SEVEN  2011 年東京／2041 年福島』 Theater & CO. COREDO 

    無人駅公演 vol.2 『南北逆曼荼羅』 武蔵野芸能劇場 
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’13        桃井章遺作シリーズその１『ロバくんとポニーちゃん』乃木坂コレドシアター 

        Kanikuso オムニバス公演２ 『秋のき、冬のゆ』上野ストアーハウス 

        Ｋａｎｉｋｕｓｏ 『アーユーシェアリング！？』 

【CF】 

    久光製薬  サロンパス 

    住友生命  ウイニングライフ 

    ダスキン  大江戸 100 番 100 番 

 

 

 

 


