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生年月日 ：1949年11月27日 

出身地 ：長野県 

 

サイズ ：身長-172㎝ 体重-58㎏ 

B-88 W-80 H-91 F-25 

首回り38 肩幅47 袖丈55 

背丈47 股下78 頭回り57 

 

資格 ：普通自動車免許 

 

趣味 ：読書 

 

特技 ：スキー 乗馬 

 

 

劇団ミスタースリムカンパニー出身 

 

1994年より中西良太と共にコットンクラブプロデュースを結成。 
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芸歴 

 

【映画・ビデオ】 

    東映   『冒険者カミカゼ』 

    松竹   『ええじゃないか』 

    東映   『湯殿山麓呪い村』 

    東宝   『ミンボーの女』 

    日本ヘラルド 『河童』 

        『猫の息子』 

    東宝   『誘拐』 

    東宝   『踊る大捜査線 THE MOVIE』 

    Vシネマ  『サギ師一平 6』 

    東宝   『踊る大捜査線 THE MOVIE2』 

    東宝   『容疑者室井慎次』 

 

【テレビ】 

    CX    『学園危機一髪』（主役） 

    NTV   『あんちゃん』（レギュラー） 

    NHK   『飛べ！南十字星号』 

    NTV   『天まであがれ！2』（レギュラー） 

    NTV   『のン姉ちゃん200W』（レギュラー） 

    CX    金曜女のドラマシリーズ 『はるちゃん』 

    CX    『OL三人旅Ⅲ北海道露天風呂連続殺人』 

    NTV   フレッシュドラマシリーズ 『冬の祭』 

    TBS   水曜ドラマスペシャル 『袋小路の女』 

    NHK   『独眼竜政宗』（レギュラー） 

    NTV   『銭形平次』 

    テレビ東京 ドラマスペシャル 『刑事弁護人』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『狙われた白衣の天使』 

    NTV   ドラマスペシャル 『向田邦子ふたたび』 

    NHK   朝のテレビ小説 『ノンちゃんの夢』 

    NTV   『新婚物語』（レギュラー） 

    テレビ朝日 『さすらい刑事旅情編』 



 - 2 - 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『過失』 

        『歯』 

    NTV   『恋人の歌が聞こえる』 

    NTV   水曜グランドロマン 『妻たちの社宅戦争』 

    NTV   『駅』 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『京の秋の旅』 

    TBS   土曜ドラマスペシャル 『男は一度勝負する』 

    NTV   『外科医・有森冴子』 

    NTV   土曜グランド劇場 『火の用心』 

    TBS   『ナースステーション』（レギュラー） 

    NTV   土曜グランド劇場 『検事 若浦葉子スペシャル』 

    NTV   『J・BOAT』 

    NHK   『太平記』 

    NTV   水曜グランドロマン 『産婦人科病棟2』 

    KTV   ドラマドス 『完璧な子供の作り方』 

    CX    『愛という名のもとに』 

    NTV   『ポールポジション』（準レギュラー） 

    NTV   『刑事貴族3』 

    NTV   ドラマシティ’92 『生きている心臓』 

    テレビ東京 月曜女のサスペンス 『長島温泉殺人逃避行』 

    テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派』 

    TBS   『俺たちルーキーコップ』 

    NTV   『素敵にダマして』 

    テレビ朝日 『真夏の刑事』 

    NTV   『マッタなし！』 

    NTV   『ニュースなあいつ』 

    テレビ朝日 ネオドラマ 『グッバイビジネス』 

    テレビ朝日 『宣誓』 

    テレビ東京 月曜女のサスペンス 『闇の演出』 

    CX    『悪いこと』 

    NHK   『腕におぼえあり2』 

    NHK   大河ドラマ 『琉球の風』 

    NTV   『ジェラシー』 
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    NTV   金曜時代劇 『清左衛門残日録』（準レギュラー） 

    テレビ朝日 『ツインズ教師』 

    NHK   連続テレビ小説 『かりん』（準レギュラー） 

    CX    金曜エンタテイメント 『動く壁』 

    NTV   『天国に一番近いママ Part2』 

    NTV   『出会った頃の君でいて』（レギュラー） 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『浅見光彦シリーズ2 天城峠殺人事件』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『廻る殺人』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『心に秘めた幻の蝶』 

’95   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2 赤い花の墓標』 

    NHK/BS  『新宿鮫—無形人形—』 

    NTV   『江戸の用心棒』 

    NHK   『ストックホルムの密使』 

    NHK   『ビジネスマン空手道』 

    NTV   『ザ・シェフ』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『昨日を探す女』 

’96   NTV   『奇跡のロマンス』（準レギュラー） 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『再会』 

    NHK   連続テレビ小説 『ひまわり』（レギュラー） 

    CX    『勝利の女神』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『失われた時間』 

    TBS   『ひと夏のプロポーズ』 

    テレビ東京 『事件 市民の対決』 

’97   NTV   『さむらい探偵事件簿』 

    テレビ朝日 『はみだし刑事情熱系』（第11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4話） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『街』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『少女が死んだ夜』 

    TBS   花王愛の劇場 『ぐっどあふたぬーん』（レギュラー） 

    NHK/BS  日曜ドラマ 『黄昏流星群 〜恋をもう一度〜』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『遠い日の花火』 

    テレビ朝日 『幻想ミッドナイト』（第9話） 

’98   テレビ朝日 ’98新春ドラマスペシャル 『味いちもんめ』 
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    NHK   大河ドラマ 『徳川慶喜』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『追跡3』 

    TBS   『Ｙ氏の隣人「ライフビデオ」』 

    テレビ東京 『飛んで火に入る春の嫁』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『女医花橋澪子の事件カルテ』 

    NTV   『お熱いのがお好き？』（第4話） 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『追跡 4』 

    NTV   Shin-D 『おしおきシスターズ』 

    TBS   『ウルトラマンガイア』 

    NHK   ドラマ館 『少年たち』 

    CX    『タブロイド』（第７話） 

’99   テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『法医学教室の事件ファイルⅩ』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『追跡 5』 

    テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派スペシャル』 

    NHK   金曜時代劇 『しくじり鏡三郎』（レギュラー） 

    CX    『彼女たちの時代』（準レギュラー） 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『追跡 6』 

    CX    『砂の上の恋人たち』（第2・3話） 

    NHK   『オアシス』 

’00   NTV   Shin-D 『東京らぶ 〜郵便局現金強奪計画』 

    テレビ朝日 『別れる2人の事件簿』（第1話） 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『光る干潟』 

    NTV   『天使が消えた街』（第5・6話） 

    TBS   月曜ドラマスペシャル 『窓際太郎の事件簿 5』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『花嫁の消えた森』 

    NTV   『外科医・有森冴子Ⅱ〜告知』 

    TBS   ブラックジャックⅡ 『天才女医のウエディングドレス』 

    CX    世にも奇妙な物語’00秋の特別編 『発電課長』 

    NHK   芸術祭参加作品・土曜特集ドラマ 『夫についての情報』 

’01   テレビ朝日 はぐれ刑事純情派新春SP 『飛騨高山・白川郷の女』 

    TBS   愛の劇場 『温泉に行こう 2』（第57話） 

    NTV   『FACE』（第2・3話） 

    テレビ朝日 木曜ミステリー 『京都迷宮案内 11』 
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    NHK   金曜時代劇 『茂七の事件簿 ふしぎ草紙』（レギュラー） 

    TBS   月曜ミステリー劇場 『逆転の夏』 

    テレビ東京 女と愛とミステリー 『秋の旅情サスペンス・嘱託刑事・小山田昭平 旅路の果て』 

    TBS   月曜ミステリー劇場 『ざこ検 マル潮』 

    テレビ朝日 『はみだし刑事情熱系Ⅵ』（7話） 

    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16』 

’02   テレビ朝日 ドラマスペシャル 『張込み』 

    テレビ東京 女と愛とミステリー 『犯罪交渉人ゆり子2』 

    NHK   連続テレビ小説 『さくら』（レギュラー） 

    CX    『青に恋して！』（2話） 

    NHK   『スタジオパークからこんにちは』（7/11出演） 

    NTV   24時間TVスペシャルドラマ’02 『父さんの夏祭り』（8/17 Ｏ・Ａ） 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『軽井沢ミステリー2 風立ちぬ』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『地方記者立花陽介19 箱根小田原通信局』 

    NTV   『遺言』 

    CX    『ホーム＆アウェイ』（最終回） 

’03   テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『25周年記念作品・西村京太郎トラベルミステリ−39 オリエント急行殺人事件』 

    テレビ朝日 『はぐれ刑事純情派〈新春スペシャル〉』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『淋しい警備員』 

    TBS   月曜ミステリー劇場 『陰の季節5』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『軽井沢ミステリー3 春待ち人』 

    テレビ東京 女と愛とミステリー 『心理分析捜査官 崎山知子2』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『神父・草場逸平の事件簿』 

    テレビ朝日 『子連れ狼2』（第14話） 

    CX    金曜エンタテイメント 『山村美紗サスペンス・都おどり殺人事件』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『軽井沢ミステリー5 子別れ』 

’04   NHK   正月時代劇 『大友宗麟』 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『二通の手紙』 

    NHK   連続ドラマ 『ドリーム』（第7・8話） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『凍った花を抱く女』 

    CX    『離婚弁護士』（第6話） 

    NHK   月曜ドラマシリーズ 『ねばる女』（全5回） 

    NTV   24時間テレビ 『父の海、僕の空』 
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    NTV   火曜サスペンス劇場 『軽井沢ミステリー6』 

    テレビ朝日 『相棒』（第8話） 

’05   TBS   月曜ミステリー劇場 『自治会長糸井緋芽子 社宅の事件簿6』 

    NTV   『anego』（第1・8話） 

    NTV   火曜サスペンス劇場 『軽井沢ミステリー7』 

    CX    金曜エンタテイメント 『アリバイの彼方に4』 

    テレビ朝日 木曜ドラマ 『菊次郎とさき』（第2話） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『検事・朝日奈耀子4』 

    NTV   ドラマコンプレックス 『伝説の秋田犬ハチ』（’06OA） 

    テレビ朝日 『相棒』（第14話）（’06OA） 

’06   テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『狩矢父娘シリーズ7』 

    TBS   愛の劇場 『病院へ行こう！』（第22話） 

    テレビ朝日 『警視庁捜査一課 9係』（第１話） 

    NHK   連続テレビ小説 『純情きらり』（105・106回） 

    NHK   土曜ドラマ 『人生はフルコース』 

    テレビ朝日 木曜ミステリー 『新・科捜研の女’06』（第3話） 

    テレビ東京 水曜ミステリー9 『神谷純子のふるさと事件簿2』 

    NTV   24時間テレビ 『ユウキ』 

    NHK   大河ドラマ 『功名が辻』（42話） 

    テレビ朝日  『遠山の金さん』（4話） 

    テレビ朝日  金曜ナイトドラマ 『特命係長 只野仁』（23話） 

    TBS   ナショナル劇場 『浅草・ふくまる旅館』（6話） 

’07   テレビ東京 水曜ミステリー9 『さすらい署長 風間昭平6』 

    CX    金曜プレステージ 『名司会者 寿鶴子 殺人スピーチ3』 

    NHK   大河ドラマ 『風林火山』（23・24・34話） 

    NHK   木曜時代劇 『陽炎の辻』（レギュラー） 

    テレビ朝日 スペシャルドラマ 『生きる』 

    テレビ朝日 スペシャルドラマ 『点と線』（一・二部） 

    TBS   『水戸黄門』第38部(11話)  ’08ＯＡ 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『終着駅の牛尾刑事ＶＳ事件記者冴子 路』 

    ＮＴＶ   『有閑倶楽部』 

    NHK   ＮＨＫスペシャル 『感染爆発』 ’08ＯＡ 

    テレビ東京 金曜時代劇 『幻十郎必殺剣』(2話)  ’08ＯＡ 
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’08   NHK   土曜ドラマ 『トップセールス』（3話） 

    TBS   月曜ゴールデン 『世直し公務員 ザ・公証人7』 

    ＮＴＶ   『貧乏男子 ボンビーメン』(7話) 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『隠蔽捜査2』 

    NHK   土曜ドラマ 『監査法人』（2話） 

    WOWOW  ドラマW 『シリウスの道』 

    テレビ朝日 木曜ミステリー 『その男、副署長2』（スタートスペシャル） 

    ＮＴＶ   『ホカベン』（8話） 

    TBS   愛の劇場 『再婚一直線！』（42・43話） 

    TBS   月曜ゴールデン 『浅見光彦シリーズ26 津和野殺人事件』 

    NHK   土曜時代劇 『陽炎の辻2』（レギュラー） 

    NTV   24 時間テレビ 31 『みゅうの足パパにあげる』 

    CX    金曜プレステージ 『旅行プランナー美代川麗子の事件ファイル』 

    TBS   月曜ゴールデン 『狩矢警部シリーズ 5・6』 

    テレビ東京 水曜ミステリー9 『捜査検事 近松茂道 9』 

’09   NHK   土曜時代劇 『陽炎の辻 3』（準レギュラー） 

    テレビ朝日 『臨場』（3 話） 

    TBS   月曜ゴールデン 『狩矢警部シリーズ 7』 

    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 26』 

    テレビ朝日 『名探偵の掟』（6 話） 

    テレビ朝日 木曜ミステリー 『科捜研の女’09』（4 話） 

    NTV   『赤鼻のセンセイ』（8 話） 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『デパート仕掛け人！ 天王寺珠美の殺人推理 3』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『検事・朝日奈耀子 8』 

    NHK   『陽炎の辻スペシャル』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『100 の資格を持つ女 3』 

’10   TBS   月曜ゴールデン 『狩矢警部シリーズ 8』 

    TBS   月曜ゴールデン 『税務調査官窓際太郎の事件簿 20』 

    WOWOW  『ドラマＷ 横山秀夫サスペンス 誤報』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場特別企画 『殺人予告』 

    ＴＢＳ（毎日放送） ヒューマンドラマ特別企画 『いぬのおまわりさん』 

    テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『デパート仕掛け人！天王寺珠美の殺人推理 4』 

’11   テレビ朝日 松本清張ドラマスペシャル 『砂の器』（第一夜） 
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    TBS   月曜ゴールデン 『山村美紗サスペンス 狩矢警部シリーズ 10』 

    NTV   土曜ドラマ 『高校レストラン』 

    テレビ朝日 『遺留捜査』（＃8） 

    BeeTV  『エセ肉食女の恋愛事情』 

    TBS   『水戸黄門 第四十二部』（21 話） 

    TBS   月曜ゴールデン 『山村美紗サスペンス 狩矢警部シリーズ 11』 

’12   テレビ朝日 木曜ミステリー 『新おみやさん Special File』 

    テレビ東京 水曜ミステリー9 『みちのく麺食い記者 宮沢賢一郎』 

    テレビ東京 水曜ミステリー9 『刑事吉永誠一 涙の事件簿 9』 

     TBS   月曜ゴールデン 『山村美紗サスペンス 狩矢警部シリーズ 12』 

     テレビ東京 水曜ミステリー9 『刑事吉永誠一 涙の事件簿 10』 

     テレビ朝日 二夜連続スペシャル 『最も遠い銀河』（後編） 

     テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『温泉（秘）大作戦！PART12』 

     NHK   NHK スペシャル 『メルトダウンⅡ』 

     WOWOW  連続ドラマ W 『レディ・ジョーカー』 

     CX    金曜プレステージ 『女検視官江夏冬子 2』 

     CX    金曜プレステージ 『更正人・土門恭介の再犯ファイル』 

     TBS   月曜ゴールデン  『山村美紗サスペンス 狩矢警部シリーズ 13』 

     テレビ東京 水曜ミステリー9 『刑事吉永誠一 涙の事件簿 11』 

’13       テレビ朝日 土曜ワイド劇場 『ヤメ検の女 4』  

TBS        月曜ゴールデン 『山村美紗サスペンス 狩矢警部シリーズ 14』 

NTV      『雲の階段』 2 話 

テレビ朝日  『開局 55 周年記念ドラマスペシャル 松本清張 黒い福音』 

テレビ東京  水曜ミステリー9『刑事吉永誠一 涙の事件簿 12』 

NTV        水曜ドラマ『ダンダリン労働基準監督官』  1 話 

ＴＢＳ      月曜ゴールデン『山村美紗サスペンス狩矢警部シリーズ 15』 

’14     ＴＢＳ      月曜ゴールデン『十津川警部シリーズ 53』 

       テレビ朝日   土曜ワイド劇場『検事・朝比奈耀子 15』 

       テレビ朝日   夢情報 

       テレビ朝日   土曜ワイド劇場『監察官羽生宗一２』 

       テレビ東京   金曜８時のドラマ『新刑事吉永誠一』レギュラー 

       NHK       スペシャルドラマ『妻たちの新幹線』 

‘15     NHK       NHK 時代劇『神谷玄次郎捕物控２』２話 
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       NHK      『未解決事件 File04 地下鉄サリン事件』 

       TBS      月曜ゴールデン『横山秀夫サスペンス陰の季節』 

 

【舞台】 

’94 8月  コットンクラブ 『悪いこと』 （下北沢OFFOFFシアター）  

’95 8月  コットンクラブ 『惑うこと』 （下北沢OFFOFFシアター） 

’96 11月 コットンクラブ 『赦されること』 （下北沢OFFOFFシアター） 

’98 2月  コットンクラブ 『妙なこと』 （下北沢OFFOFFシアター） 

’99 9月  コットンクラブ 『賭けること』 （下北沢『劇』小劇場） 

  11月 『花あかり』 （大阪・松竹座） 

  12月 『花あかり』 （新橋演舞場） 

’00 1/2月 コットンクラブ 『賭けること』 （下北沢『劇』小劇場） 

’01 2月  コットンクラブ 『彼女を不安にさせるいくつかのこと』（下北沢OFFOFFシアター） 

  3月  『さくら』 （明治座） 

  6月  『花あかり』 （京都・南座） 

’03 8月  『青十字』 （KERA・MAP） 

’04 4月  『花あかり』 （博多座） 

  7月  コットンクラブ 『奪うこと』 （THEATER/TOPS） 

  12月 『大阪から来た女』 （御園座） 

’05 2月  『君恋し』 （『劇』小劇場） 

  9月  『ハオト』 （本多劇場） 

  11月 アトリエ新派 『にごりえ』 

’06 4月  『太夫さん』 （博多座） 

  7月  三田村組 『仰げば尊くなし』 （作・演出 蓬莱竜太） 

9/10月 コットンクラブ 『賭けること』 （北海道ほか） 

’09 12月 コットンクラブ 『賭けること』 （新潟県・群馬県ほか） 

’10 7/12月 『気になる二人～持ちつ持たれつ～』 （松竹） 

’13  2月    『鉄道員 ぽっぽや』（日本橋公会堂） 

     8月    『さくら橋』 （新橋演舞場） 

 

【CM】 

    勧角証券 

    サントリー缶コーヒー BOSS 
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    ダスキン 

 

【ラジオ】 

’11   NHK-FM  青春アドベンチャー『鏡の偽乙女～薄紅雪華紋様～』 

    NHK-FM  青春アドベンチャー『三匹のおっさん』 

 


