
遠  藤  た  つ  お  

                      ＜エンドウ・タツオ＞ 
 

生年月日：１９５２年１２月７日     出  身：山形県 
サ イ ズ：１７５cm ６３㎏ Ｂ９６㎝ Ｗ７８㎝ Ｈ９２㎝ Ｓ２６ｃｍ 

趣  味：スキー・水泳・料理・麻雀・ヨガ・ドライブ・読書     資 格 等：普通自動車免許 

映  画 

「虹の岬｣      

「陽はまた昇る｣ 
「十三階段｣     

「オーディション｣ 
「ゲーム｣      
「誰がために｣ 

「今日子と修一の場合」（修一の保護司役）        奥田瑛二監督 

「何者」（大学講師役）              三浦大輔監督 

「ミュージアム」（霧島英二役）          大友啓史監督 
「聖の青春｣ (井守鶏三役）                  森義隆監督 
「私はいったい、何と闘っているのか」（律子の父役）   李闘士男監督 

 

ド ラ マ 
 ｢相棒５｣(最終話･公安捜査一部部長宮下)         ＡＮＢ 
 ｢ホテリアー｣(２話･宮田会長)              ＡＮＢ 
 ｢死ぬかと思った－仲介人－｣(経理部長)          ＮＴＶ 
 ｢孤独の賭け｣(最終話･バーテンダー)             ＴＢＳ 
 ｢山田太郎物語｣(４話･執事)                    ＴＢＳ 
  恋のから騒ぎドラマスペシャルⅣ｢殺したい女｣(西家の執事･マツウラ)ＮＴＶ 
 ｢働きマン｣(９話･書店店長)               ＮＴＶ 
 ｢スワンの馬鹿｣(最終話･アナウンサー)              ＣＸ 
 ｢鹿男あをによし｣(１話･閣僚)                  ＣＸ 
 ｢ミラクルボイス｣(役員)                   ＴＢＳ 
 ｢世直し公務員 ザ・公証人⑦｣(医師)            ＴＢＳ 
 ｢相棒６｣(最終話･東京地検検事緑川達明)          ＡＮＢ 
 ｢佐々木夫妻の仁義なき戦い｣(９話･調停委員)        ＣＸ 
 ｢ロト６で３億２千万円当てた男｣(２･３･５話/バーのマスター)ＡＮＢ 
 ｢サラリーマン金太郎｣(１･２話/取締役斉藤忠茂)        ＡＮＢ 
 ｢僕と彼女と彼女の生きる道｣(家裁審判官)           ＣＸ 
 ｢ＢＯＳＳ｣(３話･医者)                   ＣＸ 
 ｢傍聴マニア｣(４･５話/裁判官役)              ＮＴＶ 
 「チェイス」                      ＮＨＫ 

「女帝薫子」（２話／田代役）                  ＡＮＢ 
 「絶対零度」（３話／田口健史役）              ＣＸ 
 「明日の光をつかめ」（１０話／常務役）            ＣＸ 
 「外交官・黒田康作」（１話／白山武徳役）          ＣＸ 
 「悪党」（１話／田丸幸春役）               ＡＮＢ 
 「人間昆虫記」（5、6 話古市社長役）          ＷＯＷＯＷ 

 

 

  

 「スクール」（２話 校長先生役）               ＣＸ 

 「セカンドバージン」最終話（支店長役）         ＮＨＫ 

「ＣＯＮＴＲＯＬ」＃7 須藤義正役                              ＣＸ 

「チームバチスタ３ アリアドネの弾丸」（4話医師役）      ＣＸ 

「俺の空 刑事編」９（検事総長役）             ＥＸ 

「平清盛」（１話 頼朝の家人役）              ＮＨＫ 

「特命係長 只野仁 ファイナル」(堀切勲夫役)          ＡＮＢ 

「13 歳のハローワーク」（4 話 副総監役）           ＥＸ 

「罪と罰」（4 話 教頭役）               ＷＯＷＯＷ 

「37 歳で医者になった僕」(1 話・２話 荒木隆信役)        ＫＴＶ 

「Ｗの悲劇」(5 話 篠原役)                   ＥＸ 

「リッチマン、プアウーマン」（5話・6話役員役）           ＣＸ 

「ドクターＸ 外科医大門未知子」（4話・７話 教授役）       ＥＸ 

「相棒11 元旦スペシャル」（石川哲雄役）              ＥＸ 

「ラストホープ」（レギュラー・高野博役）              ＣＸ 

「神様のボート」（最終回・佐藤先生役）        ＮＨＫ－ＢＳ 

「サキ」（10話・医師役）                      ＣＸ 

「ダブルス～二人の刑事～」（5 話・近藤役）           ＥＸ 

「ＤＯＣＴＯＲＳ２～最強の名医～」(1話・榊原晴彦役)     ＡＮＢ 

「都市伝説の女 2 三億円事件編」（矢島直樹役）        ＥＸ 

「ミスパイロット」（5 話・初老の夫役）             ＣＸ 

「ブラックプレジデント」（1 話・3 話 吉田教授役）       ＣＸ 

 ｢ＭＯＺＵ Season1～百舌の叫ぶ夜～｣(ＴＶキャスター役)    ＴＢＳ 

  ｢ルーズヴェルト・ゲーム｣(5 話・最終話 東洋カメラ役員役) ＴＢＳ  
「罪人の嘘」（1 話 大槻清司役）            ＷＯＷＯＷ 

「匿名探偵」（4 話 養護施設職員役）              ＥＸ 

「黒服物語」（2 話 バーのマスター役）             ＥＸ 

｢女はそれを許さない｣ (8 話 理事長役)            ＴＢＳ 

「スケープゴート」（最終話 長澤役）            ＷＯＷＯＷ 

「一番電車が走った」（清水信介役）             ＮＨＫ 

「ＨＥＲＯ 特別編」（婚約者父役）              ＣＸ 

「エイジハラスメント」（5話 西条保雄役）           ＥＸ 

「5時から 9時まで～私に恋したお坊さん～」（4話 医者役）   ＣＸ 

「世界はひばりを待っている」（ミキサー役）       ＮＨＫ－ＢＳ 
「メガバンク最終決戦」 (辻本勇役）          ＷＯＷＯＷ 
「嘘の戦争」（９話 八巻和夫役）               ＣＸ 

「警視庁いきもの係」（３話 そば屋主人役）          ＣＸ 
「セシルのもくろみ」(８話 役員役)             ＣＸ 
「明日の約束」（５～８話 本庄義和役）          ＣＸ 
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ド ラ マ 
「家政夫のミタゾノ２」（７話・弁護士役）小松隆志監督    ＥＸ 
「そろばん侍 風の市兵衛」（４・６話 越山屋役）    ＮＨＫ 
「グッドドクター」（5話・高山の父役）金井純監督      ＣＸ 
「ヒモメン」（4話・佐竹役）宝来忠昭監督          ＥＸ 
「犬神家の一族」（主治医役）澤田鎌作監督     ＣＸ 
「下町ロケット」（新春スペシャル・経営者役）  ＴＢＳ 
「イノセンスー冤罪弁護士」(4話・裁判官役)久谷俊平監督  ＮＴＶ 
「庶務行員 多加賀主水」（黒川頭取役）今井和久監督     ＥＸ 
「GIRI/HAJI」（ヤクザ役）                ＢＢＣ 
「仮面ライダー ゼロワン」（17・18 話・生け花家元役）   ＥＸ 
「アライブ」(7話・院長役)石井祐介監督           ＣＸ 

「恋は続くよどこまでも」(7話・上条正志役)福田亮介監督  ＴＢＳ 

「エール」（53 話・藤堂春吉役）             ＮＨＫ 

「２４ＪＡＰＡＮ」（６話・解剖医役）木内健人監督      ＥＸ 

「相棒１９」（５話・東郷役）権野元監督           ＥＸ 
「トッカイ ～不良債権特別回収部～」 

（6話・楢原役）若松節朗監督    ＷＯＷＯＷ 

「にぶんのいち夫婦」（3話・中山和宏役）山本剛義監督      Paravi 

「グラップラー刃牙はBLではないかと考え続けた乙女の記録ッッ」 

               （5.6話・社長役）山岸聖太監督  ＷＯＷＯＷ 

「スナックキズツキ」（6話・香保の義父役）筧昌也監督      ＴＸ 

「探偵が早すぎる～春のトリック返し祭り～」 

 （1.8話・美津山正太郎役）瑠東東一郎監督 松下敏也監督    ｙｔｖ 

「持続可能な恋ですか？～父と娘の結婚行進曲～」 

         （4.10話・木村卓役）土井裕泰監督 小牧桜監督  ＴＢＳ 

「ほんとにあった怖い話 夏の特別編2022」 

        （『非常通報』・山内一茂役）下畠優太監督    ＣＸ 

 

 

配信ドラマ 
「ＣＨＡＳＥ」（３話・松木賢三役）         AMAZONプライム 

 

Ｃ  Ｆ  
ＪＲ東日本（大人の休日倶楽部） 
アサヒ「ワンダ極微糖」 

                他多数 
 
ラジオＣＦ 
ラジオショッピング 
スイートジャズスポット   
月刊「ジャズライフ」     他ラジオＣＭ多数  

 

Ｖ  Ｐ 
 経済産業省   

中国銀行  

関東電気保安協会 
 おそうじ本舗  

基本介護技術 

   
スチール 
メグミルク 
ゲッティ イメージスチール 

 
舞  台 
｢立ち呑みパラダイス ～テツ帰る～｣ 
｢ヘンリー四世 Ⅰ部・Ⅱ部｣ 
｢夢の続き ～平成維新・龍馬蘇る～｣ 
｢ＫＡＰＰＡ｣ 
｢立ち呑みパラダイス～おまえらドンだけアホや～」 
｢マジメに働きゃ明日はない｣ 
「続・夕陽のがんマン」脚本：三島ゆたか 演出：国枝量平  

下北沢「劇」小劇場 
方言指導 
  ｢菊次郎とさき｣                         ＮＨＫ 
 金曜時代劇｢慶次郎縁側日記２｣                   ＮＨＫ 
 火曜サスペンス｢指名手配４｣                   ＮＴＶ 
 ｢Ｎ’ｓあおい｣                          ＣＸ 
 女と愛とミステリー｢みちのく蕎麦街道殺人事件｣          ＴＸ 
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