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25.5cm

日本大学藝術学部演劇学科卒業。
1984年 花組芝居を旗揚げする。1990年に退団。
1992年 第29回ゴールデンアロー賞演劇新人賞を受賞。
2012年10月 石川県観光特使
2014年1月 石川県観光大使に任命

特技 日本舞踊、宗家藤間流師範・藤間勘智英の名を持つ。

【NOW】 ☆舞台 『移動レストラン「ア・ラ・カルト」
－美味しいものは心を動かすところにある ３０th anniversary』
演出：吉澤耕一／台本：高泉淳子／音楽監督：中西俊博
2018年12月20日（木）18：30開演 東京芸術劇場シアターイースト
☆フジテレビ 月9ドラマ『トレース～科捜研の男～』 江波清志役
2019年1月7日(月)スタート
毎週月曜21:00～放送
☆NHK 『ごごナマ』 ※おしゃべり日和ゲスト出演
2018年11月14日（木）13：00～14：00
☆NHK ドラマ10『昭和元禄落語心中』 松田役（レギュラー）
毎週金曜日22：00～22：44（NHK総合）
☆映画 『マスカレード・ホテル』

原作：東野圭吾 脚本：岡田道尚 監督：鈴木雅之
2019年1月18日(金)公開

☆NHｋ第1ラジオ『マイあさラジオ～私のお気に入り篠井英介のシアターへの招待』（コーナーレギュラー）

【舞台】

【TV】
≪NHK≫

≪日本テレビ≫

≪TBS≫

リーディングドラマ『シスター』(2018年/博品館劇場 作・演出：鈴木勝秀)
『WATER by the SPOONFUL』(2018年/紀伊國屋サザンシアター 作：キアラ・アレグリア・ヒュディス 翻訳・演出：Ｇ2)
『Glorious！』（2017年/ＤＤＤ青山クロスシアター他 - 主演・フローレンス 作：Peter Quilter 翻訳：芦沢みどり 演出：鈴木勝秀）
劇団☆新感線『Vamp Bamboo burn～ヴァン・バン・バーン～』(2016年/赤坂ACTシアター 作：宮藤官九郎 演出：いのうえひでのり)
『ダブリンの鐘つきカビ人間』(2015年/パルコ劇場 作：後藤ひろひと 演出：G2）
『きりきり舞い』（2014年/明治座 原作：諸田玲子 脚本：田村孝裕 演出：上村聡史）
柿喰う客『世迷言』（2014年/本多劇場 作・演出：中屋敷法仁）
パルコ劇場『非常の人 何ぞ非常に』～奇譚平賀源内と杉田玄白～（2013年/パルコ劇場 作・演出：マキノノゾミ）
『すうねるところ』（2012年/世田谷パブリックシアター 脚本：木皿泉 演出：内藤裕敬）
『天守物語』（2011年/新国立劇場 - 主演・富姫 脚本：泉鏡花 演出：白井晃）
ミュージカル『ファントム』（2010年/赤坂ACTシアターほか 脚本：アーサー・コピット 上演台本・演出：鈴木勝秀）
『サロメ』（2009年/東京グローブ座他 原作：オスカー・ワイルド 上演台本・演出：鈴木勝秀）
『サド侯爵夫人』（2008年/東京グローブ座 - 主演・ルネ 脚本：三島由紀夫 演出：鈴木勝秀）
『狐狸狐狸ばなし』（2007年/本多劇場 脚本：北條秀司 演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ）
『トーチソングトリロジー』（2006年/パルコ劇場 - 主演・アーノルド 作：ハーヴェイ･ファイアステイン 上演台本･演出：鈴木勝秀）
『Hamlet』（2003年/世田谷バブリックシアター 作：W・シェイクスピア 翻訳：河合祥一郎 演出：ジョナサン・ケント）
『欲望という名の電車』（2001年、2003年、2007年/青山円形劇場他 - 主演・ブランチ）
3軒茶屋婦人会『ス・ワ・ン』(2015)/『ブライダル』（2013)/『紅姉妹』（2011)/『ウドンゲ』（2008)/『女中たち』（2006）/『ヴァニティーズ』（2003）
他 多数

BS時代劇『鳴門秘帖』（全10回）(2018年) - 竹屋三位卿藤原有村
連続テレビ小説『まれ』 レギュラー（2015年） - 蔵本浩一
石川発地域ドラマ『いよっ！弁慶』（2018年） - 中村梅善役
戦後７０年企画『私が愛する日本人へ～ドナルド・キーン 文豪との７０年～』『ドナルド・キーンの日本』前編・後編 (2015年)
木曜時代劇『あさきゆめみし～八百屋お七異聞』 (2013年) - 甲斐庄正親 ／ 木曜時代劇『吉原裏同心』 (2014年) - 武七
大河ドラマ『八重の桜』 (2013年) - 三条実美
土曜ドラマスペシャル『負けて、勝つ 〜戦後を創った男・吉田茂〜』 (2012年) - 芦田均
連続テレビ小説『瞳』（2008年） - ローズママ
大河ドラマ『功名が辻』（2006年）/『元禄繚乱』（1999年）/『炎立つ』（1993年）/『翔ぶが如く』（1990年）/『宮本武蔵』（1984-1985年）
『遺産相続弁護士 柿崎真一』第2話（2016年） - 遺山政次郎
『セーラー服と宇宙人～地球に残った最後の１１人』（2014） - 政治家・森義信
『奇跡の教室』（2014） - 講師・半田勝也
『東京バンドワゴン』（2013年） - 重松雄太郎
『ザ・クイズショウ』（2009年） - 依田真一 / 『ダンダリン 労働基準監督官』（2013年） - 椎名孝之
『女王の教室』（2005年） - 真鍋恭志
日曜劇場『99.9 刑事専門弁護士Ⅱ』第8話(2018年) -第二秘書・氷室役
『IQ246～華麗なる事件簿～』（2016年）-棚田文六（レギュラー）
『神の舌を持つ男』7・8話（2016年）-樋口啓二
『下町ロケット』 ガウディ計画編 7話～（2015年） - 滝川信二

≪フジテレビ≫

『貴族探偵』第5話、6話（2017年）－愛知川真司
『フラジャイル』第6話（2016年）－奈良井
『極悪がんぼ』第10話、11話（最終回） - 警視庁公安部・白崎憲二
『独身貴族』（2013年） - 弁護士・小林征嗣
『不毛地帯』（2009 - 2010年） - 角田保
『HERO』第11話（2001年） - 城島和生
『総理と呼ばないで』（1997年） - 私設世話人

≪テレビ朝日≫

『警視庁・捜査一課長3』第8話(2018年) - 小形伸造
日曜ワイド『管理官明石美和子～十四番目に来た女』（2018年） - 梶原誠二
『越地吹雪物語』（2018年） - 近江丈一郎
『相棒16』 第10話元旦スペシャル（2018年） - 折口洋介
『最強のふたり～京都府警 特別捜査班～』 第7話 - 斎藤良助
『天使と悪魔』未解決事件匿名交渉課 第4話 - 桐島悟
『DOCTORS2 最強の名医』（2013年） ／ 『DOCTORS 最強の名医』新春スペシャル（2015年） - 諸星貴一
『緊急取調室』（2014年） - 相馬一成（レギュラー）
『濃姫Ⅱ～戦国の女たち』（2013年） - 今川義元

≪テレビ東京≫

『北海道警事件ファイル 警部補 五条聖子5』（2017年） - 成島亮二
『ドクター調査班』第4話（2016年） - 本田慎夫
『たった一度の約束～時代に封印された日本人』（2014年） - 秘書ササキ

≪TOKYO MX≫

『食の軍師』(2015年) - 諸葛亮孔明

≪WOWOW≫

【映画】

『蒼い瞳とニュアージュ』（2007年、WOWOW） - 寺瀬修一郎

他 多数

吉田照幸監督『探偵はBarにいる３』（2018年） - フローラ
橋本一監督『相棒』～劇場版Ⅳ～（2017年）
稲葉悠介監督『アリエル王子と監視人』（2015年）
李闘士男監督『幕末高校生』（2014年）-徳川慶喜
三谷幸喜監督『清須会議』（2013年） - 織田信長
橋本一監督『探偵はBarにいる2～ススキノ大交差点』（2013年） - フローラ
雑賀俊郎監督『リトル・マエストラ』（2013年） - 大野岩雄
三池崇史監督『悪の教典』（2012年） - 教頭先生 / 『逆転裁判』（2012年） - 生倉雪夫
行定勲監督『クローズド・ノート』（2007年） - 瀬川先生
鈴木清順監督『オペレッタ狸御殿』（2004年） - 弥助
井筒和幸監督『ゲロッパ!』（2003年） - 美容室のミツ・寿司屋のタツ
原田眞人監督『突入せよ! あさま山荘事件』（2002年） - 兵頭参事官
他 多数

【情報/
歴史ミステリー『日本の城見聞録』 城案内人として出演 2015年～2017年9月
バライティー】 『秘密のケンミンSHOW』(2014年・2015年、日本テレビ)
≪石川県代表 セミレギュラー≫

『おらが県ランキング ダイナンイ！？』※石川県代表ゲスト(2018年、テレビ朝日)
『バイキング』(2018年、フジテレビ)
『クイズ！脳ベルSHOW』(2018年、BSフジ)
『これで分かった！世界のいま』（2017年、NHK）
『プレバト』（2017年、TBS）
『俳句王国がゆく』石川県白山市（2017年、NHK Eテレ）
お願いランキング特別編『実況×解説TV』※主催者として出演（2016年、テレビ朝日）
『ホンマでっか！？TV』コーナー出演（2016年、フジテレビ）
『ぶっちゃけ寺』（2015年・2016年、テレビ朝日）
『にじいろジーン』 「ぐっさんを連れていくならこんなトコ！」のコーナー出演 （2015年、関西テレビ）
『くりぃむクイズ ミラクル9』石川県代表 スタジオゲスト（2014年・2015年、テレビ朝日）
他 多数

【書籍】

『いい芝居 いい役者』 三月書房(2012年12月)

【ラジオ】 青春アドベンチャー『吸血鬼』（2015年、NHK-FM） ≪明智小五郎役≫
【ＣF】

スカパー『スカパー！堺議員 セレクト5対策会議／オンデマンド篇』/『エステー化学』/資生堂『HAKU』（ナレーション） 他、多数
【WEB配信】 江戸川乱歩 オーディオブック 第3弾『人間椅子』（2014年、NHKサービスセンター)

