冨家 規政

Norimasa Fuke
生年月日：1962年3月4日

血液型：Ｂ型

出身地：神奈川県

サイズ：T175.B98.W82.H95.S26
スポーツ：ゴルフ、アメリカンフットボール、野球

山梨県「やまなし大使」に任命されました（2016年9月～）
最新出演作

【

ドラマ 】

AbemaTV
TOKYOMX

オリジナルシリーズドラマ『酒癖50』第１話 2021年7月15日（木）22時～配信 NEW！
『寺西一浩ドラマ～人生いろいろ～』 岸田春彦役 ※レギュラー 2021年7月9日スタート NEW！

【

C M

東京電力
コスモ石油

防災アプリ「ＴＥＰＣＯ速報」 '19年3月～
「私と地球とエコカード篇」 '17年7月～

】

主な出演作
【 T V 】 NHK

連続テレビ小説「おしん」'83
NHK
大河ドラマ「徳川家康」'83
TBS
テレビ小説「愛の風、吹く」'85
TBS
「水戸黄門」'87∼'09
TX
「あばれ八州御用旅」'91
NHK
大河ドラマ「信長」'92
TBS
「愛はどうだ」'92
NTV
「八百八町夢日記」'92
NHKBS 「エトロフ遥なり」'93
EX
「さすらい刑事旅情編」'93∼95
TBS
「大岡越前」'93∼'96
NHKBS 「ストックホルムの密使」'94
CX
「僕らに愛を」'95
THK
「幸福の予感」'96
NHK
金曜時代劇「天晴れ夜十郎」'97
NHK
大河ドラマ「徳川慶喜」'98
CX
「心はロンリー気持ちは「・・・」」'97
TX
12時間ﾜｲﾄﾞ時代劇「家康が最も恐れた男 真田雪村」'98
THK
「緋の稜線」'98
THK
「女同士」'00
NHK
大河ドラマ「葵～徳川三代」'00
EX
「スカイハイ２」'04
CBC
「虹の彼方」'04
THK
「冬の輪舞」'05
NHKBS 「理想の生活」'05
EX
「七人の女弁護士」'06
KTV
「結婚できない男」'06
NHK
大河ドラマ「功名が辻」'06
TX
金曜時代劇「密命 寒月霞カスミ斬り」'08
EX
「相棒season5」'07
EX
「警視庁捜査一課9係」'08
EX
「侍戦隊シンケンジャー」'09
EX
「その男、副署長」'09
TX
Lドラ「サギ師りり子」'09
TBS
月曜ゴールデン「警視庁機動捜査隊216～長い夜」'10
WOWOW 「マグマ」'12
THK
「七人の敵がいる」☆レギュラー'12
TBS
「空飛ぶ広報室」'13
TX
「リミット」'13
EX
土曜ワイド「広域警察４」'13

EX
CX
TBS
TBS
EX
EX
NHK
CX
WOWOW
CX
NTV
EX
EX
YTV
EX
EX
NHK BS
EX
CX
CX
KTV
EX
EX
CX

土曜ワイド「温泉若おかみの殺人推理２６」'13
TX
「特命刑事・カクホの女2」5話 '19
「リーガルハイ」'13
BS-TX
「ゴルフ交遊抄」'19
「引き抜き屋～ヘッドハンターの流儀～」'19
「LEADERS」'14
WOWOW
「なるようになるさ」'14
EX
「全身刑事」 '20
「新・おみやさんスペシャル」'14
AbemaTV
「僕だけが17歳の世界で」'20
TRICK 新作スペシャル3」'14
TOKYO MX
「彼が僕に恋した理由」 '20 ※レギュラー
金曜時代劇「吉原裏同心」'14
EX
「刑事7人 season6」3話 '20
「すべてがFになる」'14
EX
「未解決の女警視庁文書捜査官」3話 '20
「スケープゴート」☆レギュラー'15
EX
木曜ミステリー「遺留捜査」 5話 '21
「リスクの神様」'15
EX
『特捜9 season4』第6話'21
「花咲舞が黙ってない２」'15
「母の恋人」'16
【 映 画 】 東映
「サムライせんせい」'15
レジェンドピクチャーズ ラブストーリーズ「オトナの恋愛事情」'16
「女たちの特捜最前線～警察食堂極秘会議」'15
スタッフライクザット「覇王3･4-凶血の連鎖-」'17
「マネーの天使～あなたのお金、取り戻します！～」'16
東京テアトル「ビジランテ」 '17年12月2日公開
「スペシャリスト」'16
東映×ムビステ「GOZEN-純恋の剣-」'19
「広域警察7」'16
GFA「岡野教授の南極生物譚」 '20
「伝七捕物帳」'16
「女たちの特捜最前線」'16
「電子手帳」
【 C F 】 山之内製薬
「世にも奇妙な物語'16 秋の特別編」'16
ローソン
「カリーナ」
「追跡！平成オンナの大事件」'16
カシオ
「ココチモ 大人の科学”二眼レフ”」'17
「新・ミナミの帝王 第12作“命の値段”」'17
ユーキャン
「ココチモ 大人の科学”二眼レフ”」'17
「科捜研の女 SEASON16」'17
武田コンシューマーヘルスケア 「アリナミンEXプラス」'17
「警視庁・捜査一課長 season2」'17
TOYOTA
「カリーナ」
「衝撃スクープSP 30年目の真実
「女の橋」
【 舞 台 】 名鉄
～東京・埼玉連続幼女誘拐殺人犯・宮崎勤の肉声～」'17
「お茶と同情」
TX
「駐在刑事スペシャル」'17
パルシティ
「赤いハートと蒼い月」'04
紀伊國屋ホール 「黄昏のメルヘン」'07
EX
「重要参考人探偵」'17
NTV
「奥様は、取り扱い注意」'17
「清水のジュリエット」
THK
「オーファン・ブラック～七つの遺伝子～」'17
明治座
「女は遊べ物語」'10
EX
「刑事 横道逸郎」'18
明治座
「大奥～第一章」'11
BS12
「戦略のゴルフ ｰ藤田寛之のコースマネジメントｰ」 '18
明治座
「ZUN」'13
BSフジ
「クイズ！脳ベルSHOW」 '18
中日劇場
「南の島に雪が降る」'15
NTV
「ヒモメン」 '18
BLUESTAXI
「アメミット（再演）」'17
EX
「仮面ライダービルド」'17-'18
フジテレビジョン 「いまを生きる」'18
BSジャパン「江戸前の旬」'18
調布シネマクラブ「メトロポリス」～活弁と吹奏楽の響宴～'18
BS12
「戦略のゴルフ ｰ藤田寛之のコースマネジメントｰ」'19

EX

「家政夫のミタゾノ」 最終話 ’19年6月

TX

「警視庁ゼロ係シーズン4」'19

EX

「べしゃり暮らし」第2、5、6話

EX

「科捜研の女」17、18話 '19

【 配 信 】 J:COMオンデマンド「顔」'16
【Vシネマ】 オールインエンタテインメント 「疵と掟」 '18
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