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出演作品 

 

＊テレビドラマ・テレビ映画・劇場用映画＊ 

大阪府門真市 「しではら～門真市出身の総理大臣」 ダグラス・マッカーサー役 

劇場用映画（2019 年 11 月現在未公開）「日本国憲法」 アメリカ兵役 

テレビ朝日「遺留捜査」ショッピングセンターの外国人客役 

劇場用映画「海難 1890」トルコ人水兵役 

劇場用映画「柘榴坂の仇討」外国人役   

劇場用映画「紙の月」外国人旅行者役   

インド映画「Youngestaan」 イタリア首相役 日本未公開 

「女信長」 ポルトガル宣教師役 フジテレビ  

劇場用映画「アンダルシア」 スイス人外交官／ジャーナリスト役 

「球形の荒野」 連合国軍諜報官役 テレビ朝日 

「肉体の門」 アメリカ人ＭＰ役 テレビ朝日 

「落日燃ゆ」 アメリカ人ＭＰ役 テレビ朝日 

「白洲次郎」 アメリカ人士官 ＮＨＫ 

「光る壁画」 アメリカ人兵士 テレビ朝日 

 

＊TV 番組＊ 

ＮＨＫ 

「いだてん」 2019 オリンピック委員役 

「歴史秘話ヒストリア」2015/12/30「あの名言にはウラがある!?」エジソンの助手役 

「歴史秘話ヒストリア」2015/07/29「もう一つの終戦～日本を愛した外交官グルーの闘い～ バーンズ役 

「歴史秘話ヒストリア」平成 24 年 11 月 7 日放映 出雲・縁結びの旅へ！ 小泉八雲/ラフカディオ・ハーン（主役）  

「ごちそうさん」アメリカ人士官役 

「純と愛」 ロシア人ホテル宿泊者役 

 

ビーバップハイヒール テレビ朝日 

・2019/10/31「輝かしき栄光と破滅 アノ天才がなぜ？」医師役 

・2019/10/24「あなたのスマホに繁殖中！最恐(最強)の同居人 秋カビ フレミング博士役 

・2019/10/10「関西ゼッケイ建築ベスト６」フランク・ロイド・ライト役 

・2019/10/3「ニャンだかワンだふる！カワイイ犬と猫」クイーンのブライアン・メイ役 

・2018/11/08「駐日大使は見た！世界が感動する日本の当たり前」芸術家役 

・2018/10/18「時代を造った広告～そのアイデアが常識を変える～ I LOVE NY のデザイナー、グレイザー役 

・2018/09/27「教科書に載らない日本の偉人！知られざる大富豪列伝」フランス外相＆英国人商人＆ナチス将校役 

・2018/03/08「笑って納得！ジョークで学ぶ世界の国々」ユダヤ人＆英国紳士役 

・2017/10/26「世界を動かすフェイクニュースの脅威」フランス人記者＆NY タイムス記者役 

・2017/08/31「驚愕ミステリー～超常現象の謎を解け！」ノストラダムス役 

・2017/08/03「知れば世界がわかる 世界のことわざ」生徒＆アメリカ人役 

・2017/06/15「謎の研究施設”理化学研究所”～その技術が暮らしを変える～」ドイツ人研究者役 



・2017/04/13「見えざる情報戦”インテリジェンス・ウォー”」FBI 捜査官役 

・2017/03/02「日本人が知らない”日本人の体質”」ダーウィン役 

・2017/02/02「運命を変える”殺し文句”その一言で歴史は動いた！」ペプシ社長＆ロベスピエール役 

・2016/12/15「知ってるつもり？宇宙飛行士のリアルライフ！」宇宙飛行士役 

・2016/11/24「言葉を知ると世界がわかる！翻訳できない世界のことば」ユダヤ人＆アイルランド人役 

・2016-07-07「植物を知り尽くした男が選ぶ！日本人に知ってほしい驚愕植物」ガイド役 

・2016/03/03「日本人も知らない漢字の世界」ニュージーランド大使役 

・2016/02/11「まさかコレがあれだった!? 身近なモノのモノ物語」イギリス人兵士役 

・2016/01/07「隠れた成功の秘訣！偉人を生んだフシギな習慣!」コーチ役 

・2015/09/24「身近なアレの”正式名称”物語」イギリス人兵士役 

・2015/07/09「世界の王室 ～その知られざる舞台裏」スウェーデン国王役 

・2015/04/02「世界を動かした１枚の写真 一瞬にかける写真家の情熱」アインシュタイン博士役/写真家ベルナール役 

・2015/01/29「世界一はこうして生まれる！夢と狂喜のギネス世界物語」アイルランド人役 

・2014/09/04「今こそ知りたい！日本国憲法物語」GHQ オフィサー役 

・2014/07/10「偉の意外な泣き言」リンカーン大統領役 

・2014/05/08「THE 創業者 世界を変えた関西企業列伝」ワコールアメリカ人兵隊役／キンチョーE.M.アモア氏役 

・2014/04/04「神秘のベールに包まれたガラパゴス」船長役 

・2014/03/06「早逝の美青年たち ハリウッドの光と闇」 リバー・フェニックス父役  

・2013/09/19「愛と勇気と感動のスピーチ」 ドイツ人ジャーナリスト役 

・2013/04/11「魅惑のスイーツヒストリー」 ノストラダムス（主役） 

・2013/02/14 「見えないものをみてしまった男たち」 レントゲン博士（主役） 

・2012/11/29「ノーベル賞受賞の裏側」 ハドゥ博士役 

・2012/10/09「あなたの知らない情報機関」 アップル社重役役 

・2012/08/23「ロマンあふれるドラマチック数学」 数学の先生役 

・2012/07/14「夢と魔法の世界に秘められたもう一つの物語」 スティーブ・ジョブス（主役） 

 

１億人の大質問!?笑ってこらえて 

2015/02 シルクドソレイユ オーディション審査官役 

 

マルコポロリ 関西テレビ 

2015/12 ロシア人兵士役 

2012/08/20「ＵＦＯの衝撃第二段」 ＣＩＡエージェント役 

 

やまとナゼ？しこ 朝日放送 

 2012/10/16「男と女の怖い話 part2」 一夫婦の夫役 

 

たかじん no マネー 関西テレビ 

 2014/03/15「世界ペテン師選手権」アメリカ人ビジネスマン役 

 2013/09/07「世界お金持ち特集」 ビル・ゲイツ役 

 

よーいドン！ 関西テレビ 

 2013/12/14「パンツェッタ・ジローラモ」父役 

 

 



サタデープラス 毎日放送 

 2019/6/19「丸わかりプレイバック サッカー日本代表 フェイスマスク」トルシエ監督役 

 

世界ナゼそこに?日本人 テレビ東京 

 2018/06/18「～知らせざる波瀾万丈伝～人々の命を救い世界で感謝されているスゴい日本人 2 時間 SP」 

  捕虜収容所のドイツ兵役 

 

＊広告・動画など＊ 

島津製作所 商品紹介ビデオ・科学者役 

ふとん巻きのジロー TV CM 

関西電力「ONE KANSAI」TV CM 競歩ランナー 

然の膳 薬膳クッキング TV CM イタリア人シェフ 

マツダ自動車 TV CM 2018  

島津製作所 商品紹介ビデオ 患者役 2018 

Fujitech フジテック社 エレベーターの東南アジア見本市用ビデオ  2018 

ANA 全日空 CM  2017 

HEP FIVE バーゲン TV CM オーディエンス役 

㈱ホクレイ TV CM  

名門大洋フェリー 大阪～門司就航 TV CM フェリーキャプテン役 

焼肉の食道園 TV CM  

ダイキン㈱「安心保障リース」夏 2014 テレビＣＭ 教授役 

ドリームベッド㈱ 春「ベッドミュージアム」2014 テレビＣＭ 

ＡＢＣテレビの海外投資主向きプロモーションビデオ 2013/11（京都へ来た旅行者） 

ＪＲ大阪駅「トワイライト・ファンタシー2012」ポスター（指揮者） 

サントリー化粧品「e.F.A.G.E.」2012-13 伊藤蘭結婚式編テレビＣＭ 結婚式招待客） 

島津㈱ アジア向け商品紹介ビデオ 2013/06 

パナソニック ビデオカメラ新機種の量販店店頭放映用ビデオ 2012/07（カメラマン） 

エレコム㈱ 東南アジア向け見本市用の商品紹介ビデオ 2012/12（車を運転するビジネスマン）  

 

＊イベント等出演＊ 

イオンモールりんくう泉南 サンタクロース 2019 

イオンモール堺北花田 サンタクロース 2019 

京都駅ビル サンタクロース 2019 

TEPCO 刈羽サービスセンター サンタクロース 2019 

VOGUE JAPAN “Vogue Fashion Night” 2019 名古屋松坂屋 

京都駅八条口 Asty Road サンタクロース 2017 

京都駅八条口 Asty Road サンタクロース 2016 

大阪リッツカールトンホテル サンタクロース 2016 

大阪リッツカールトンホテル サンタクロース 2015 

au ショップ兵庫県内 サンタクロース 2014 

大阪タカシマヤ サンタクロース 2014 

トイザらス サンタクロース 2014 

大阪タカシマヤ サンタクロース 2013 

大阪リッツカールトン サンタクロース 2013 



滋賀 パワーセンター トイザらス サンタクロース 2013 

大丸神戸店 エルメス直営店 開店記念イベント 2013/04/27-8 

京都タカシマヤ サンタクロース 2012 

大阪のビジュアル系バンドの自己製作映画 2013/02/04（ハリウッドから来た監督） 

姫路ロイヤルパーク（結婚式場） 広告チラシポスターのモデル 2001/02-2006/03（ゲスト・リムジン運転手） 

 

広告・写真モデル 

広島 結婚式場「エルセルモ」花嫁の父役 2015 

大阪ゴルフ用品会社 RAVE ゴルフクラブ「RAVE Armored ready」 

神戸・大阪の皮革バッグメーカー「センティーレ・ワン」 

シスメックス㈱ 会社紹介プロモビデオ 

島津製作所 商品紹介ビデオ 

皮革バッグカタログ「ココマイスター」 2016 

AIC 秋津島 広告宣伝写真  2016 

奈良市結婚式場「サンラファエル」花嫁の父役  2016 

福祉介護用品 ジェンティルマローネ「イタリア紳士に学ぶ遊びゴコロ」Web カタログ  2017 

札幌市結婚式場「ウエディングスクエア」花嫁の父役  2017 

岐阜県瑞穂市結婚式場「ジョージアンテラス」花嫁の父役  2017 

神戸市結婚式場「マーカススクエア」花嫁の父役  2017 

大阪府大阪市結婚式場「ランドマーク」花嫁の父役  2017/2018 

京都府京都市「北山迎賓館」花嫁の父役 2018 

大阪のワークウェア会社 スチールモデル 2018 

大阪結婚式場「チャペル・ド・コフレ」花嫁の父役 2019 

大阪結婚式場「大阪ランドマークスクエア」花嫁の父役 2019 


