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BSテレ東 「サイレント・ヴォイス 行動心理捜査官・楯岡絵麻」＃1 刑事B役

2018年 原田眞人監督「検察側の罪人」検察官役

宇田川大吾監督「新天然華汁 さやか」 エージェント 役

小沼雄一監督「兎 野生の闘牌」  盛岡弘 役

植田中監督「雀王」  中野達也 役

浅生マサヒロ監督「ガールズゾンビ」 野田 役

太田貴寛監督「飛ぶツチノコ」 鈴木 役 ドラマ

「警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～3」＃3国際弁護士役

KTV 「シグナル 長期未解決事件捜査班」＃8 青木勇気役

2009年

2009年

2009年 宇田川大吾監督 「すんドめ４ The Final」

堤幸彦監督「20 世紀少年 最終章」  ヨシツネの部下 役

佐藤東弥監督「カイジ 人生逆転ゲーム」 遠藤金融 役

2018年

2008年

2007年

2006年

HP:http://www.orionsbelt.co.jp
〒150-0031　東京都渋谷区桜丘町29-33-507

「ミッドナイト・ジャーナル～誤報記者たちの七年戦争～」久保木邦彦役

「ノンフィクションW」黒澤明監督役

「大後悔時代～失敗から学ぶテレビ～」夫役

TBS

TEL:03-5457-1475   FAX:03-5457-1476
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2014年

2013年

2011年

2010年

2010年

2011年

TBS

「ラブネプ二股浮気泥沼リコン」不倫社長 役

株式会社オリオンズベルト

「爆報THE フライデー」 中込伸編/ファン 役

TBS 「爆報THE フライデー」 風間三姉妹/借金取り役

TBS 「爆報THE フライデー」  田原俊彦/借金取り役

TBS

TBS

CX 「奇跡体験!アンビリバボー」事件証言者役、フロントマン役

「爆報THE フライデー」 浜田光男編　マネージャー役

TBS 「解決ﾅｲﾅｲｱﾝｻｰ」主役 近藤 役

TBS 「爆報THE フライデー」 ヤヌスの鏡編/TVスタッフ役

NTV 「あのニュースで得する人損する人」強迫性障害患者役

NTV 「人生が変わる１分間の深イイ話」観客役

「サントリーCC レモン 海編」 ナンパ男 役

TBS 「プロ野球選手の妻たち２０１６」再現　森田幸妃選手役

NTV 「行列のできる法律相談所」再現

「私の何がいけないのSP」美奈子の元夫 役

TBS

WOWOW

CX

TBS

TX

NTV
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TX

「オリヒロ」 父親 役

TV

2014 年～

NTV

NTV

ニンゲン観察バラエティ「モニタリング」

CM

2018年 「小田急ロマンスカー」(20年ぶりの合宿篇)同級生役

2009 年

2011 年

「ケンウッド」主役：トラン社長 役（ナレーション）

「NEC Lavie」サラリーマン役

SUZUKI「ハスラー」イラストレーター役（手の出演）

「ネスカフェゴールドブランドバリスタＩ」先輩社員役

「Pink の遺伝子」＃1バカップル役

「解決！ナイナイアンサー」再現

「ありえへん∞世界」再現　消防隊員役、機動隊隊長役

2004年 深作健太監督「バトルロワイヤル2」  政府軍親衛隊 役

「サントリーBOSS 午後の余韻」 SP 役

「サントリーアイスジン」男性客役

「マジすか学園2」チンピラ 役

ディアゴスティーニ「マツダコスモスポーツ」男性役

CX

「オー・マイ・ジャンプ」#10 久島役宇田川大吾監督 「すんドめ2」

TBS 月曜名作劇場「あんみつ検事の捜査ﾌｧｲﾙ　女検事の涙は乾く」　鑑識課員A役

「ドラマ化したい偉人伝　クライマックスまで待てない！」

 「有吉ゼミ」再現

「受験のシンデレラ」＃1　お好み焼屋の客2役

「総合診療医ドクターＧ」再現　救急隊員役

TX 「孤独のグルメ Season6」＃11　店主役

2016年 NTV 「レンタル救世主」＃10　ボディガード役

井上陽子監督「雨男」  郡山幸雄 役

YTV 「増山超能力師事務所」＃4　ヤクザ構成員3役

宇田川大吾監督 「すんドめ」元部長（ｱﾅﾁｶﾞｲ）役 EX 「相棒16」#7 飯沼役

宇田川大吾監督 「すんドめ3」

埼玉県

資格： 整理収納アドバイザー2級、DCプランナー2級、

TX

趣味：
片付け/料理/プラモデル（ガンプラ）

スポーツ： 軟式テニス/水泳

特技： 片付け/バーテンダー/技斗/殺陣

185 97 71 96 28

普通自動車免許(AT）

出身 1978 12

映画

21
たかだ けんいち

2018年

「コードブルー ～ドクターヘリ緊急救命～ THE THIRD SEASON」＃1　転落男性役

WEB

「読売新聞教育ルネッサンス」 毛来リーゼント侍 役

高田 健一

「一番暗いのは夜明け前」＃12 強姦者 役TX

月曜ミステリーシアター「SAKURA～事件を聞く女～」レギュラー刑事

「リセット RESET」チーマー 役TX

「ごくせん卒業スペシャル」 不良高校生 役CX

2005 年

2007 年

TBS

「別れたら好きな人」4週15話　客のお父さん役ＴＨK2015年

「エリートヤンキー三郎」 レギュラー三郎軍団 役TX

「お客様は神様かよ」人の良いお客役 主役

2019年 EX 棟居刑事 黒い絆   刑事C役
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