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最 新 出 演 情 報
・NHK「パラレル東京」全話 竹下秀夫役

生年月日 １９６５年８月８日 ５５歳 出身 大阪府
サ イ ズ 身長 １７４㎝ 体重 ６５㎏
趣
味 カラオケ・イラスト・スポーツ全般
特
技 歌・関西弁(方言指導可能）・陸上（400m大阪市優勝）

映画「シン・ゴジラ」佃 法務大臣

EX『緊急取調室 SECOND SEASON』井中一貴

映画「グッドモーニングショー」須藤 誠

TBS×WOWOW『ＭＯＺＵ Season2 ～幻の翼～』精神科医

映画「信長協奏曲」織田家家臣

CX『ファーストクラス②」５話 高木部長

(準レギュラー)

映像資料
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TEL:070-6969-1640
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http://www.druci.jp

川井 つと
～映画～
2019年
2018年

2016年

2015年
2014年
2012年
2011年

2010年
2009年
2007年
2006年
2005年
2003年
2002年
2000年
1999年
1998年

「東京喰種２」レストラン客紳士
「キングダム」文官
「えちてつ物語」野路慎太郎
「追捕 MANHUNT」爆弾処理班
「嘘八百」古物商店員
「グッドモーニングショー」須藤誠
「シン・ゴジラ」佃駒人法務大臣
「真田十勇士」豊臣家臣
「海難1890」
「信長協奏曲」織田家家臣
「アゲイン」新井裕司
第一回渋谷短編映画際グランプリ受賞作品

「SCRAMBLE」丸山刑事
「柘榴坂の仇討」助八
「BRAVE HEARTS 海猿」警視庁幹部
「麒麟の翼」 医者
「ステキな金縛り」 廷吏
「プリンセス トヨトミ」大阪国幹部
イベントサポート会社・責任者
「ワイルド７」
「レイルウェイズ」新聞社デスク
「次郎長三国志」 家来
「どろろ」 村人
「HERO」 ﾍﾞﾙﾎｰﾑﾊｳｼﾞﾝｸﾞ社員
「寝ずの番」 駅員
「亡国のイージス」 救助隊員
「陰陽師Ⅱ」 出雲族
「竜馬の妻と夫とその愛人」 警官
「壬生義士伝」 橋本佐之助
「日本の黒い夏－冤罪－」クレーマー
「どら平太」 若旦那
「どつきどつかれ」クラブマネージャー
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～映画～
1998年

～ＴＶ～

「梟の城」 宿直の侍
「御法度」 新撰組隊士
「どつきどつかれ」クラブマネージャー
「梟の城」 宿直の侍
「御法度」 新撰組隊士

～ＴＶ～
NHK「西郷どん」第41回 万里小路博房
THK「さくらの親子丼２」３杯目 小宮山光信
TX 「ラストチャンス 再生請負人」1話 飯島
NHK「大江戸シリーズ 家康の左遷」本田正信
EX 「トットちゃん」お米屋さん（レギュラー）
amazonTV「フェイス」７話 事務局長
EX 「検事・悪玉２」佐山高史
EX 「緊急取調室２」井中一貴（準レギュラー）
NHK「四号警備」不動産会社幹部１
TX 「トカゲの女３ 警視庁特殊犯罪バイク班」春日
TBS「警視庁機動捜査隊216」長谷川主任
dTV「アイアムアヒーロー Ｘ－ＤＡＹ」河村晋吾
CX 「HOPE～期待ゼロの新入社員」第６話営業一課長
TBS「女取調官４」宗方 冬樹
NHK「海底の君へ」長谷川
TBS「ダメな私に恋してください」第１話人事担当者
WOWOW「予告犯 -THE PAIN-」刑事
TX 「ハガネの警察医」バーのマスター
CX 「ファーストクラス２」第５話 高木部長
CX 「信長協奏曲」織田家家臣
TBS×wowow「MOZU Season2 ～幻の翼～」精神科医
CX 「SHARE」初老の男性
TX 「多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉12 幻の男」友部雄一郎
TX 「影武者 徳川家康」布施孫兵衛
EX 「４９」
CX 「PRICELE$S」職安職員

CX 「東野圭吾ミステリーズ レイコと玲子」前村哲也
TBS 夢の扉特別編「２０年後の君へ」寺山昭夫
NHK「平清盛」
TBS「シマシマ」
TBS「99年の愛」移民の男
CX 「わが家の歴史」
TBS「スマイル」 医者
CX 「風のガーデン」秘書
CX 「はだしのゲン」木島先生・ゲンの担任
CX 「HERO特別編」警官
TVO「米将軍吉宗に挑んだ男」立場
ABC「暴れん坊将軍８」室田六兵衛・亀吉
EX 「終わりに見た街」騒動を起こす客
「鹿男あおによし」宝石店店員
「積みくずし 真相」劇団員
「太閤記－サルと呼ばれた男」
「夢の浮橋殺人事件」消防団員
「驚きももの木20世紀」
「御家人斬九郎」盗賊
CX 「少年Ｈ」特高
CX 「ウソコイ」クラブマネージャー
「高村薫サスペンス・地を這う虫」記者
NHK BS「玩具の神様」記者
NHK「ニッポンときめき歴史館」遣唐正使
NHK「堂々日本史」徳川侍大将・浪人
NHK「ある日嵐のように」花屋店員
NHK「ふたりっこ」記者
NHK「甘辛しゃん」バーの客
NHK「あすか」修学旅行引率教師
NHK「武蔵」木村助九郎
NHK「義経」雑色
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2010年

「ガンダムUC
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～舞台～
エピソード2・3」

北島三郎特別公演
伍代夏子特別公演

～ＣＭ～
「ミキGシックス」三基商事
「京都市政PRｽﾎﾟｯﾄ」
「日清紡」
「笹とお茶」伊蔵役 ｷﾘﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ
「徳島製粉」
「松下興産」
「サントリーBOSS」
「ホワイティうめだ」

dTV「アイアムアヒーロー Ｘ－ｄａｙ」河村晋吾

～ＶＰ～
仲善クリーンセンター(主演・ﾅﾚｰｼｮﾝ)
瀬戸クリーンセンター(主演・ﾅﾚｰｼｮﾝ)
平和台自動車学校(教官・ﾅﾚｰｼｮﾝ)

第一回渋谷国際映画祭グランプリ作品

『ＳＣＲＡＭＢＬＥ』丸山刑事

映画「プリンセス トヨトミ」大阪国幹部 イベントサポート会社・責任者

～ラジオ～
Kiss FM ドラマボックス(主演)

～歌～
Windows95 NEC キャンペーンソング
映画「壬生義士伝」 橋本佐之助

CX「PRICELE$S」職安職員

映画「BRAVE HEARTS 海猿」警視庁幹部
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