
最新出演作

【 CM 】 ヤンヤンファーマ

YA-MAN

主な出演作

【映画】 プレノンアッシュ 「チルソクの夏」'04 CX 「流れ星」'10 EX 「京都南署鑑識ファイル12」'18

シネカノン 「フラガール」'06 TBS 「SPEC」'10 TX 「義母と娘のブルース」'18

アットムービー 「ザ・コテージ」'06 NTV 「示談交渉人　ゴタ消し」'11 EX 「相棒 season17」'18

松竹 「引き出しの中のラブレター」'09 NTV 「リバウンド」'11 TX 「魔法×戦士マジマジョピュアーズ！」'19

東宝 「Space Battleship ヤマト」'10 NTV 「名探偵コナン　工藤新一への挑戦状」'11 DMM.com 「毒ノ華 『鬼眠華』」'19

東宝 「怪物くん」'11 TBS 西村京太郎サスペンス「志賀高原殺人事件」'11 EX 「特捜９　season2」'19
よしもとクリエイティ
ブ・エージェンシー

「FLY!〜平凡なキセキ〜」'12 CX 「コドモ警察」'12 EX 「M　愛すべき人がいて」'20

東宝 「ライアーゲーム-再生-」'12 NTV 「名探偵コナンSP 工藤新一 京都新撰組殺人事件」'12 NHKBS BS時代劇 「赤ひげ3」 '20

オブスキュラ 「インターミッション」'13 EX 「特命戦隊ゴーバスターズ」'12 EX 「相棒 season19」 第8話 '20

ビターズ・エンド 「サムライフ」'15 THK 「赤い糸の女」'12 日中合作ドラマ 天目危機/Pandora's Box'21

東宝 「ストロボ」'15 TX 「孤独のグルメ Season2」'12 東海テレビ

BS-TBS 「インターン！」'16 CX 「LAST HOPE」'13 【舞台】 avex 「赤と黒」’09

東宝 「グッドモーニングショー」 '16 NTV 「デタラメーヒーロー」'13 タクフェス 「晩餐」'13
カートエンターテイ
メント

「ウスケボーイズ」'18 TBS 「天魔さんがゆく」'13 東京ミーコ 「ゴーストレストラン」’15 主演

WOWOW 連続ドラマＷ「LINK」'13 Z-Ｌｉｏｎ 「あっ地球toこっ地球」'15

【T V】 ANB 「R-17」'01 EX 「私の嫌いな探偵」'14 劇団た組 「パーマネント野ばら」'17 主演

NTV 「SHIN-D〜獅子女(ししおんな)〜」'01 THK 「碧の海～LONG SUMMER～」'14 ぐりむ法則 「カナリアイロニカル/カメレオンラプソディ」'18

NHK 茂七の事件簿 新ふしぎ草紙」'02 NTV 「ST 赤と白の捜査ファイル」’'14 演劇チーム 渋谷ハチ公前　『付きまとう褐色』'18

NTV 「探偵家族」'02 TX 「ラスト・ドクター」'14 Z-Ｌｉｏｎ 「a Novel 文書く show」'19

CX 「STAND UP!」'03 NHK ドラマ10「聖女」'14 avex 「私のホストちゃん THE PREMIUM」'19

CX 「僕の生きる道」'03 MIT 「鉄神ガンライザーNEO」'14 東京グローブ座

CX ヤングシナリオ大賞「冬空に月は輝く」'04 TX 「フラガールと犬のチョコ」'15 【C M】 日清食品 「日清のミニカップめん」 '06

CX 「ほんとにあった怖い話」『真夜中の白い指』'04 EX 「森村誠一作家50周年記念　棟居刑事の黒い祭」'15 小林製薬 「ホットクレンジングジェル」 '07

TX 「エコエコアザラク」'04 主演 CX 「医師たちの恋愛事情」'15 ファンケル 「洗顔パウダー/無添加スキンケア」 '08

CX 「ほんとにあった怖い話　夏の特別編」『トンネルの中の少年』'04 TBS 「捜査指揮官・水城さや3 」'15 小林製薬 「アイボン」 '08

CX 「音のない青空」'05 TX 「信州山岳刑事 藤原伝吉3」'15 キャドバリー・ジャパン「ホールズ」 ’10

CX 「ほんとにあった怖い話」『先見の少女』'05 EX 「警視庁捜査一課9係」'15 ダイハツ工業 「ダイハツ・ミライース」 '12

TBS 「あいくるしい」'05 NTV 「婚活刑事」'15 小林製薬 「ケシミンEX」'18

TBS 「世界ウルルン滞在記～韓国宮廷料理～」'06 NTV 「ワイルドヒーローズ」'15 Johnson＆Johnson 「アキュビュー」'18

CX ヤングシナリオ大賞「ブロッコリー」'07 BSスカパー 「俺たちがプロポーズ出来ないのには、３つの理由しかなくてだな」'15 ファンケル 「内脂サポート」'19

NHK衛星hi 『「虞美人草」殺人事件 漱石百年の恋物語』'07 NTV 「掟上今日子の備忘録」'16 花王 「キュキュット つけおき粉末 誕生篇」'21

WOWOW 「真夜中のマーチ」'07 hulu 「Fujiko」'16 小林製薬 ケシミン浸透化粧水− TVCM −　「シミの元を分解」篇　

CX 「金色の翼」'07 NTV 「臨床犯罪学者　火村英生の推理」'16

EX 「４姉妹探偵団」'08 EX 「GOOD PARTNER無敵の弁護士」'16

CX 「絶対彼氏〜完全無欠の恋人ロボット」'08 TBS 「神の舌を持つ男」'16

CX 「33分探偵」'08 CX 「世にも奇妙な物語 秋の特別編」'16

THK 開局50周年スペシャルドラマ「名古屋嬢の恋」’08 主演 CX 「キャリア～掟破りの警察署長」'16

CX 「セレブと貧乏太郎」'08 CX 「本当にあった女の人生ドラマ 『ママ友依存』」'16

CX 「絶対彼氏〜完全無欠の恋人ロボットSP」'09 EX 「科捜研の女season16」'17

NTV 「プロゴルファー花」'10 CX 「嫌われる勇気」'17

EX 「警視庁継続捜査班」'10 EX 「緊急取調室」'17
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Atlantis

「ヤンセンファーマ ステラーラ」WEBムービー2022年2月～

「フォトプラス」WEBムービー2022年3月～

THE GLOBE TOKYO PRESENTS 『盗聴』'22

「最高のオバハン 中島ハルコ」'22


