
Ｔ  Ｖ 
 ｢愛の嵐｣(章治役・準レギュラー)                 東海ＴＶ 
 ｢のんちゃんのり弁｣(近藤役)                   ＴＢＳ 
 ｢パパ・レンタル中｣(熊谷役)                   ＴＢＳ 
 ｢少年たち｣(上野孝役)                      ＮＨＫ 
 ｢菜の花の沖｣(松前奉行役)                    ＮＨＫ 
 ｢女優杏子｣(プロデューサー役)                  東海ＴＶ 
 ｢はみだし刑事情熱系Ⅵ｣(３話・飯野刑事役)           ＡＮＢ 
 ｢ごくせん｣(最終話・ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ役)                  ＮＴＶ 
 ｢真珠夫人｣(弁護士役)                    東海ＴＶ 
 ｢マイリトルシェフ｣(銀行員役)                  ＴＢＳ 
 ｢スカイハイ｣(５話・落合役)                   ＡＮＢ 
 ｢美女か野獣｣(８話・委員長役)                    ＣＸ 
 ｢相棒｣(柳瀬和久役)                       ＡＮＢ 
 ｢ドールハウス｣(中年男役)                    ＴＢＳ 
 ｢永遠の君へ｣                        東海ＴＶ 
 ｢7 人の女弁護士｣(刑事役)                   ＡＮＢ 
｢世にも奇妙な物語~春の特別編 07'･才能玉~(刑事役)    ＣＸ 
 ｢怨み屋本舗｣(不動産役)                           ＴＸ 
 ｢新幹線ガール｣(花島時雄役)                   ＮＴＶ 
 ｢ホカベン｣(刑事役)                       ＮＴＶ 
 ｢チェンジ｣(東田議員役)                       ＣＸ 
 ｢無理な恋愛｣(営業役)                   関西テレビ 
｢世にも奇妙な物語｣"'08秋の特別編"｢死後婚｣(羽鳥康夫役) ＣＸ 

 ｢相棒元旦ＳＰ｣                           ＡＮＢ 
 ｢トンスラ｣                           ＮＴＶ 
 ｢世にも奇妙な物語～08'秋ＳＰ｣                    ＣＸ 
 ｢相棒 2009 年元旦ＳＰ｣                     ＡＮＢ 
 ｢無理な恋愛｣                             ＣＸ 
 ｢犯罪心理分析官｣                         ＮＴＶ 
 ｢町の医者４｣(精神科医役)                     ＮＴＶ 
 ｢鉄道おんな捜査官２｣(小山修司役)                 ＡＮＢ 
 25 周年記念作品｢ＲＩＫＡ｣(戸部専務役)              ＡＮＢ 
 ｢復讐のダイヤモンド｣(山田栄二役)                 ＡＮＢ 
 ｢警部補鳴沢了"被弾"｣(橘正一郎役)                   ＴＸ 
 横山秀夫サスペンス｢真相｣(小山透役)                ＴＢＳ 
 ｢万引きＧメン・二階堂雪⑯｣                       ＴＢＳ 
~美顔カリスマ美容師~(島岡達夫役)                     ＴＢＳ      
｢税務官･窓際太郎の事件簿⑰｣(大橋静雄役)             ＴＢＳ
｢死ぬんじゃない！｣(板橋署署長役)                     ＣＸ 
 ｢救命病棟 24 時｣(検事役)                         ＣＸ 
 ｢ママは昔パパだった｣                       ＷＯＷＯＷ 
 ｢世にも奇妙な物語｣'09秋の特別編"呪い裁判"              ＣＸ 
横山秀夫サスペンス「他人の家」(田中弁護士役）       ＷＯＷＯＷ 
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「絶対零度」（３話・佐久間管理官役）                       ＣＸ 
 「ビート」（副頭取役）                        ＷＯＷＯＷ 
 「検事鬼島平八郎」（１話捜査２部課長役）                 ＡＮＢ 
 「遺留捜査」（8話 長谷川隆役）             ＡＮＢ 
連続ﾄﾞﾗﾏ W「分身」(小林省吾役） 永田琴監督    ＷＯＷＯＷ 

 「恋なんて贅沢が私に落ちてくるのだろうか?」（天津の父役） ＣＸ 
｢Ｗの悲劇｣(7話 加藤役)                         ＥＸ 
｢トッカン 特別国税徴収官｣(4・9・10話 報道記者役)  ＮＴＶ 
｢書店員ミチルの身の上話｣（最終話 常連客役)        ＮＨＫ 
「匿名探偵」（４話・前川武役）                             ＥＸ 
「あぽやん～走る国際空港」（1話・コワモテ中年男性役）   ＴＢＳ         
「相棒11」（16話・高木富雄役）               ＥＸ   
金曜プレステージ「屍活師 女王の法医学」(捜査課長役）     ＣＸ 
月曜ゴールデン「警視庁機動捜査隊216Ⅳ」（早川秀雄役）   ＴＢＳ 
「ミスパイロット」(1話・諸星の父役）           ＣＸ 
「八重の桜」(47話・財界有力者役）            ＮＨＫ 
金曜プレステージ「おばさん弁護士町田珠子」(教師役）      ＣＸ 
「クロコーチ」（8話・航空会社社長役）           ＴＢＳ 
「仮面ライダードライブ」（7話・吉田役）                   ＥＸ 
「花燃ゆ」(3話・近所の大人役）             ＮＨＫ 
「銭の戦争」(1話・取引先の男 2役）            ＣＸ 
「私という名の変奏曲」(美容整形医師役）          ＣＸ 
「フラジャイル」(1話・部長1役）             ＣＸ 
「ナオミとカナコ」(2話・9話 医師役）          ＣＸ 
連続ﾄﾞﾗﾏ W「メガバンク最終決戦」(金融庁幹部 A役） ＷＯＷＯＷ 
「カッコウの卵は誰のもの」（４話・フロントマン役） ＷＯＷＯＷ 
 「櫻子さんの足元には死体が埋まっている」（藤岡の叔父役） ＣＸ 
「セシルのもくろみ」(８話・役員役)             ＣＸ 
 「トドメの接吻」（４話・７話 幹部１役） 明石広人監督 ＮＴＶ 
「ミス・シャーロック」（２話・舞原鞠子の父）     ＨＵＬＵ 
「特捜９ season1」（９話・長江伸二役）細川光信監督            ＥＸ 
 「ヘッドハンター」（最終話・小杉役）星護監督      ＴＸ 
「刑事 7人」（9話・三好巡査長役）及川拓郎監督        ＥＸ 
「ブラックスキャンダル」（1話・専務役）長沼誠監督   ＮＴＶ 
「相棒17」(16話・野崎役) 内片輝監督           ＥＸ 
「家政婦のミタゾノ３」（3話・矢那公平役）小松隆志監督  ＥＸ 
「白衣の戦士！」（8 話・信彦の父役）猪股隆一監督  ＮＴＶ 
「リーガルハート～いのちの再建弁護士」（4話・築山役）ＴＸ 

 「これは経費で落ちません！」 
（6・7・8 話・重役役）中島悟監督 本多繁勝監督 ＮＨＫ 

 「トップリーグ」（５話・調査員役）星野和成監督   ＷＯＷＯＷ 
「アメリカに負けなかった男」（松本烝治役）若松節朗監督  ＴＸ 
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「七人の秘書」（８話・役員役）田村直己監督                 ＥＸ 
 
映  画 
  ｢ひき逃げファミリー｣(中古車ディーラー役) 
  ｢冷血の罠｣(佐伯役)                         瀬々敬久監督 
  ｢黄泉がえり｣                            塩田明彦監督 
  ｢座頭市｣(鳴門屋主人役)                        北野武監督 
  ｢青い車｣(佐伯仁志役)                        奥原浩志監督 
  ｢力道山｣(日本ﾃﾚﾋﾞﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ役)                         ソン・ヘソン監督 
｢県庁の星｣(委員長役)                  西谷弘監督 
｢どろろ｣(家臣役)                      塩田明彦監督 

  ｢それでも僕はやってない｣                      周防正行監督 
  ｢おろち｣(重役役)                           鶴田法男監督 
｢トリコン!!リターンズ｣(葛城茂行役)           佐々木浩久監督 

  ｢ＧＯＥＭＯＮ｣                          紀里谷和明監督 
 ｢Another I｣                            村松亮太郎監督 
「モキュメンタリー」（佐々木役）         鶴田法男監督 
｢BRAVEHEARTS海猿｣                     羽住英一郎監督 
「図書館戦争」                 佐藤信介監督 
｢抱きしめたい｣（遊園地の責任者役）        塩田明彦監督 
「忘れないと誓ったぼくがいた」（葉山文雄役）    堀江慶監督 
 「ストレイヤーズ・クロニクル」（役員役） 瀬々敬久監督 
「Ｓ-最後の警官-」（福井役）                  平野俊一監督 

 「星に語りて」（大竹保広役）              松本動監督 
 
ビデオ映画 
  ｢ガスコップ｣(田辺刑事役)                   シネマパラダイス 
  ｢ゼロ・ウーマン｣                         ビジョンスギモト 
  ｢これが私の生きる道｣(田村役)                  橋口卓明監督 
｢ドサ健｣(虎山役) 
 

Ｃ  Ｆ 
多数 

 
 ナレーション 
｢誰かが誰かに恋してる｣                                ＴＢＳ 
キリンビール 
東京建物    
        他 
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