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三章

：深水三章（ふかみみつあき）

生年月日：1947 年 5 月 5 日
出身地

：熊本生まれ 横浜育ち

資格

：普通自動車免許
：中型自動二輪

サイズ

：身長-175 ㎝ 体重-70 ㎏
B-93 W-85 H-93 F-26
首回り-37 股下-78

劇団東京キッドブラザース出身
劇団ミスタースリムカンパニー創立

芸歴

【映画】
『楢山節考』
『女衒』
『かみつきたい』
『ジェームス山の李蘭』
『CLOSING TIME』（主演）
『うなぎ』
東宝

『パラサイト・イブ』

松竹

『陽炎 3』
『カンゾー先生』
『コキーユ』
『殺し』

東映

『突入せよ！〝あさま山荘〟事件』

CX

『13 階段』（東宝配給）

松竹

『ファミリー』

東宝

『蝉しぐれ』
『I am 日本人』

さぬき映画祭 2008 支援企画（グランプリ受賞） 『浮島』（主演）
東映

『桜田門外ノ変』
『武蔵野 S 町物語』
『ちぐはぐ』
『OUTRAGE BEYOND』

シネバザール 『謝罪の王様』 (監督:水田伸生)
東映

『シリアリスト～二流小説家～』

【ビデオ】
『トップライダー』
『バトル・チャレンジャー暴走』
『オディプスの凶獣』
『新・麻雀放浪記』
『新・静かなるドン』
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『パチンコ軍団 梁山泊』
『新・第三の極道Ⅹ』
『報復 2』
『サギ師一平シリーズ』
『本気（マジ）』
『新・麻雀放浪記Ⅱ』
『NAGISA なぎさ』
『ホステス NO.1 再建屋みなみ』
『浪花の雀刺 1・2』
『新・麻雀放浪記Ⅴ』
『真・雀鬼 8・9』
『特攻会社員』
『仁義 31』
『覇王』
『若頭暗殺』
【テレビ】
NHK

『阿修羅のごとく』

NHK

『続・阿修羅のごとく』

NTV

『霊感少女』

TBS

『きつい奴ら』

NHK

『新・十津川物語』

MBS

心霊ドラマスペシャル 『妄想の夏』

NHK

金曜時代劇 『腕におぼえあり』

TBS

『ずっとあなたが好きだった』

TBS

スペシャルドラマ 『逆転報道』

CX

金曜エンタテイメント 『招かれざる客』

CX

『20 歳の約束』

テレビ朝日 ネオドラマ 『ひとりっ娘』
YTV

『彼女の嫌いな彼女』

YTV

朝の連続ドラマ 『のんの結婚』

NHK

ドラマ新銀河 『欅通りの人びと』

NHK

大河ドラマ 『炎立つ』

大映

『ゴルフ闇の仕掛人』
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テレビ東京 日本名作ドラマ 『本日休診』
テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派』（No.150）
NTV

火曜サスペンス劇場 『名無しの探偵シリーズ 10・少年』

テレビ東京 開局 30 周年記念番組 『眼の気流』

’95

TBS

木曜ドラマ 『長男の嫁』

CX

『銭形平次』 NO.64

NTV

火曜サスペンス劇場 『輸血のゆくえ』

NHK

金曜時代劇 『十時半睡事事件帖』

NHK/BS

『新宿鮫 −無間人形−』

NHK

特集ドラマ 『涙をたたえて微笑せよ』

テレビ東京 『付き馬屋おえん事件帳』
テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『タクシードライバーの推理日記 5 行き先のない客』
テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『人狩り 就職戦線殺人事件』
CX

世にも奇妙な物語 『殺人者の高橋さん』

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 3』

’96

CX

『剣道少女』

CX

『ピュア』（レギュラー）

テレビ東京 『きっと誰かに逢うために』
テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『特効薬・漂流す』

’97

CX

金曜エンタテイメント 『美人三姉妹 温泉芸者が行く 3』

NTV

火曜サスペンス劇場 『弁護士 朝日岳之助 8 岐阜地蔵 殺人法廷』

NTV

金田一少年の事件簿 『怪盗紳士の殺人』（前・後編）

TBS

ドラマ特別企画 『この街が好きやねん』

CX

世にも奇妙な物語 『テレパシー・ラブ』

NTV

カネボウヒューマンスペシャル 『三人姉妹』

テレビ朝日 『はみだし刑事情熱系 最終回スペシャル』
TBS

月曜ドラマスペシャル 『演歌 唱太郎の人情日誌Ⅲ』

NTV

『D×D』

テレビ東京 ドラマシリーズ 『うしろの百太郎』（レギュラー）

’98

NTV

火曜サスペンス劇場 『追跡 2』

TBS

木曜ドラマ 『ラブ・アゲイン』（準レギュラー）

NTV

火曜サスペンス劇場 『遺留指紋』

NTV

『ハルモニア ～この愛の涯て』（レギュラー）
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テレビ朝日 『Tears』
CX

『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル』

NTV

火曜サスペンス劇場 『密告電話』

テレビ朝日 『はみだし刑事情熱系Ⅲ』（第 8 話）
NTV
’99

’00

『奇跡の人』（第 9 話）

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『同居人カップルの推理旅行 6』
CX

『救命病棟 24 時』（第 5 話）

NTV

『蘇る金狼』（第 1・2 話）

NTV

大河ドラマ 『元禄撩乱』

TBS

月曜ドラマスペシャル 『監察医 薮野善次郎 7』

CX

『傷だらけの女』（第 5 話）

CX

鬼平犯科帳スペシャル 『大川の隠居』

NTV

『隣人は密かに笑う』（レギュラー）

NTV

火曜サスペンス劇場 『監察医 室生亜季子 26 日焼けした死体』

NTV

Shin-D 『OH!マイウエディング』（第 6 話）

NHK/BS

『玩具（おもちゃ）の神様』

テレビ朝日 『月下の棋士』（第 5 話）
テレビ朝日 『別れる 2 人の事件簿』（第 7 話）
TBS

月曜ドラマスペシャル 『歴史ロマンサスペンス 宗像教授の伝奇考』

テレビ東京 『ハッピー2』（準レギュラー）
テレビ朝日 『トリック』（第 7・8 話）
NTV

火曜サスペンス劇場 『警視庁鑑識班 10』

テレビ朝日 『はみだし刑事情熱系Ⅴ』（第 1 話）

’01

TBS

月曜ミステリー劇場 『示談交渉人 甚内たま子 裏ファイル』

NTV

火曜サスペンス劇場 『孤独な果実』

CX

『剣客商売』（NO.3 手裏剣お秀）

NTV

日本テレコムドラマスペシャル 『いくつもの海を越えて』

NTV

『史上最悪のデート』（vol.18）

NTV

火曜サスペンス劇場 『あの人の髪』

TBS

『天国に一番近い男』（第 10 話）

BS-I

『ジャッジカフェ』（第 24 話）

テレビ東京 女と愛とミステリー 『鍵老人』
テレビ東京 女と愛とミステリー・秋の特選サスペンス 『監察医 篠宮葉月 死体は語る』
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’02

NTV

火曜サスペンス劇場 『警視庁鑑識班 13』

NTV

火曜サスペンス劇場 『京都金沢わらべ唄殺人事件』

CX

『人にやさしく』（3 話）

TBS

愛の劇場 『温泉へ行こう３』（第 9 週）

WOWOW

『トイド』

テレビ朝日 『三匹が斬る！』（1 話）
CX

『ビッグマネー！』（1 話）

NTV

火曜サスペンス劇場 『取調室 17』

NTV

火曜サスペンス劇場 『京都金沢舌切り雀殺人事件』

TBS

ナショナル劇場 『こちら本池上署』（4 話）

テレビ朝日 『子連れ狼』（1 話）

’03

TBS

月曜ミステリー劇場 『西村京太郎サスペンス 十津川警部シリーズ 26 特急おおぞら殺人事件』

NTV

『サイコドクター』（4 話）

CX

『いつもふたりで』（1 話～5 話）

CX

金曜エンタテイメント 『津軽海峡ミステリー航路 2』

TBS

月曜ミステリー劇場 『流れ星お銀！事件解決いたします パート 3』

TBS

月曜ミステリー劇場 『カード G メン小早茜 5 黒いデータ』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『お祭り弁護士 澤田吾朗 4～長崎篇～』
テレビ朝日 『はみだし刑事情熱系 PARTⅦ 最終回 2 時間スペシャル』
CX

金曜エンタテイメント 『浅見光彦シリーズ 16 日蓮伝説殺人事件』

NHK

金曜時代劇 『御宿かわせみ』（7 話）

テレビ東京 女と愛とミステリー 『よそ者』
NTV

『新・夜逃げ屋本舗』（6 話）

テレビ朝日 金曜ナイトドラマ 『特命係長只野仁』（5 話）

’04

NTV

火曜サスペンス劇場 『弁護士朝日岳之助 20 墜ちた向日葵』

TBS

月曜ミステリー劇場 『外科医零子 3』

テレビ東京 女と愛とミステリー 『坊さん弁護士郷田夢栄 2 被告席に立つ女』
NTV

火曜サスペンス劇場 『北ホテル』

TBS

月曜ミステリー劇場 『横山秀夫サスペンス ペルソナの微笑』

テレビ朝日 金曜ナイトドラマ 『スカイハイ 2』（1 話）
テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『検事・朝日奈耀子 2』
NTV

火曜サスペンス劇場 『デパ地下の女』

テレビ東京 女と愛とミステリー 『刑務所の医者 若宮冴子』
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TBS

月曜ミステリー劇場 『万引き G メン・二階堂雪 12』

KTV

火曜 22 時ドラマ 『アットホーム・ダッド』（4 話）

CX

『離婚弁護士』（6 話）

NTV

火曜サスペンス劇場 『弁護士高林鮎子 33』

テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派〈スペシャル〉』
NTV

火曜サスペンス劇場 『北ホテルⅡ』

テレビ朝日 木曜ミステリー 『おみやさん 3』（No.12）
テレビ朝日 金曜ナイトドラマ 『ああ探偵事務所』（10 話）
テレビ朝日 『相棒』（4・5 話）
テレビ朝日 金曜ナイトドラマ 『ミステリー民俗学者八雲樹』（8・9 話）
’05

テレビ東京 女と愛とミステリー 『警部補鳴沢了 破弾』
TBS

月曜ミステリー劇場 『横山秀夫サスペンス モノクロームの反転』

NTV

火曜サスペンス劇場 『北ホテルⅢ』

NTV

火曜サスペンス劇場 『デパ地下の女 2』

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 『警視庁黒豆コンビ 二度のお別れ』
テレビ東京 水曜ミステリー9 『北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼 7』
TBS

金曜ドラマ 『ドラゴン桜』（5 話）

テレビ朝日 『八丁堀の七人』（1 話）(’06OA)
テレビ東京 水曜ミステリー9 『警視庁黒豆コンビ 2』（’06OA）
’06

テレビ朝日 『警視庁捜査一課 9 係』（1・2 話）
TBS

月曜ゴールデン 『鷹宮光次郎の旅情事件簿』

NTV

ドラマコンプレックス 『ダイエットの女王 鈴木その子』

NTV

ドラマコンプレックス 『銭華』

テレビ東京 水曜ミステリー9 『さすらい署長風間昭平 5』
東海テレビ 連続ドラマ 10 月企画 『紅の紋章』（1・2 週）
テレビ朝日 『マグロ』
’07

NTV

火曜ドラマゴールド 『坊ちゃん先生』

テレビ東京 ドラマスペシャル 『復讐するは我にあり』
テレビ朝日 スペシャルドラマ 『半落ち』
テレビ朝日 スペシャルドラマ 『点と線』（第二部）
NTV

終戦記念特別ドラマ 『真実の手記 私は貝になりたい』

テレビ朝日 『素浪人 月影兵庫』（７話）
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テレビ東京 水曜ミステリー9 夏樹静子サスペンス特別企画 『ひめごと』（’08ＯＡ）

’08

CX

金曜プレステージ 『妻たちからの三行半』（’08ＯＡ）

CX

東海テレビ連続ドラマ 『安宅家の人々』（レギュラー ’08OA）

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『隠蔽捜査 2』
WOWOW

ドラマ W 『シリウスの道』

TBS

『水戸黄門 第三十九部』（第一回）

TBS

月曜ゴールデン 『浅見光彦シリーズ 26 津和野殺人事件』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『タクシードライバーの推理日誌スペシャル 殺人画廊の女』
テレビ東京 月曜時代劇 『主水之助七番勝負』（2 話）
テレビ朝日 開局 50 周年記念ドラマスペシャル 『刑事一代』（前編）（’09OA）

’09

TBS

月曜ゴールデン 『血痕 3』

ＡＢＣ

土曜ワイド劇場 『温泉（秘）大作戦！7』

テレビ東京 ドラマスペシャル 『シューシャインボーイ』
TBS

月曜ゴールデン 『ゴミは殺しを知っている 8』

テレビ朝日 木曜ドラマ 『夜光の階段』（1，2，5 話）
テレビ朝日 金曜ナイトドラマ 『名探偵の掟』（5 話）
TBS

月曜ゴールデン 『探偵 左文字進 14』

CX（東海テレビ）『嵐がくれたもの』（1～9 話）
テレビ朝日 『アンタッチャブル』（6・7 話）
テレビ朝日 木曜ミステリー 『その男、副署長 3』（No.6）

’10

CX

土曜プレミアム 『神戸新聞の 7 日間』

TBS

日曜劇場 『ＪＩＮ－仁－』（10・11 話）

NTV

『左目探偵ＥＹＥ』（3 話）

テレビ朝日 『臨場』（8 話）
テレビ朝日 『告発～国選弁護人』（4・5 話）
TBS

『水戸黄門 第四十二部』（1・5 話）

TBS

月曜ゴールデン 『刑事シュート 3』

CX

東海テレビ連続ドラマ 『花嫁のれん』レギュラー

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『火災調査官 紅蓮次郎 11』

’11

NHK

『坂の上の雲』

TBS

日曜劇場 『ＪＩＮ－仁－』（3･8･9･10 話）

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『逆転報道の女』
CX

金曜プレステージ 『第三の女』
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テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『狩矢父娘シリーズ 13』
テレビ東京 水曜ミステリー9 『密会の宿 8』
TBS

月曜ゴールデン 『船上パーサー氷室夏子豪華フェリー殺人事件』

TBS

月曜ゴールデン 『守護神 ボディガード・進藤輝』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『事件 15』
CX
’12

金曜プレステージ 『外科医 鳩村周五郎 9』

テレビ東京 水曜ミステリー9 『女三代如月法律事務所』
テレビ朝日 木曜ミステリー 『新おみやさん Special File』
テレビ朝日 木曜ドラマ 『遺留捜査』（1 話）
TBS

月曜ゴールデン 『守護神 ボディガード・進藤輝 2』

CX

金曜プレステージ 『所轄刑事 8
覚悟の女剣士信州・安雲野白骨温泉』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『温泉若おかみの殺人推理 25』
’13

TBS

春のドラマ特別企画『母・わが子へ』

NTV

『雲の階段』 （5 話）

CX

東海テレビ連続ドラマ 『モメる門には福きたる』 （58,59 話）

テレビ朝日 木曜ミステリー 『京都地検の女⑨』
CX

東海テレビ 『白衣のなみだ使命』 （57 話）

テレビ朝日 『警視庁捜査一課 9 係』 （4 話）
CX

『oh,my,dad』 （6 話、7 話）

NTV

金曜プラチナナイトドラマ『町医者ジャンボ』（7 話、8 話）

ＮＨＫ

『歴史迷宮二人の糸 吉田松陰×高杉晋作』

テレビ東京 水曜ミステリー9 『レアケース』
ＣＸ

土曜プレミアム『追跡！三億円事件』

テレビ朝日 土曜ワイド劇場『おとり捜査館 北見志穂 18』
’14

テレビ朝日 土曜ワイド劇場『検事･朝比奈耀子 15』
ＴＢＳ

金曜ドラマ『アリスの棘』 5 話

テレビ朝日 金曜ナイトドラマ『匿名探偵』７話
NHK

土曜ドラマ『ダークスーツ』

読売テレビ プラチナイト木曜ドラマ『ビンタ！』１話
CX

『花嫁のれん』９話

テレビ朝日 木曜ミステリー『科捜研の女シーズン１４』
‘15

BS ジャパン火曜スペシャル『松本清張ミステリー時代劇 逃亡』７話
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【舞台】
五月舎

『ゴールデンボーイ』

パルコ劇場

『なぜか青春時代』

LIVE UFO ’95 『1999…月が地球に KISS をする』
岡部企画

『女狐』（本多劇場）

新橋演舞場

向田邦子名作劇場『冬の運動会』

かもめ座

ジージープラス第一回公演『犬と刀とパジャマと老人』

【ラジオ】
NHK
NHK

ラジオドラマ『あのゴミを捨てるのはあなた』
FM シアター 『かぞくのたまご』
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