
映  画 

｢嗚呼！花の応援団｣  アホの前田役                      高瀬将嗣監督 

｢マルタイの女｣            信者役                      伊丹十三監督 

｢ポストマンブルース｣        患者役                      サブ監督 

｢アンラッキー・モンキー｣  バーテン役                      サブ監督 

｢ニンゲン合格｣    同級生の宮下役                      黒沢清監督 

｢バレットバレエ｣  中国マフィア役                      塚本晋也監督 

｢溺れる魚｣         ピグモン役                      堤幸彦監督

｢竜二～フォーエバー｣  玄ちゃん役                      細野辰興監督 

｢ＩＫＫＡ 一和｣      森店長役                      川合晃監督  

｢Jam Films2 FASTENER」 拍手する観客役      丹下紘希監督 

｢アカルイミライ｣    弁当屋の男役                       黒沢清監督 

｢紀雄の部屋」- 警備員               深川栄洋監督 

｢オーバードライブ｣ 大和会の弟子役                      筒井武文監督 

｢ハードラックヒーロー｣    コック役                      サブ監督 

｢なま夏｣        主演･益雄役                  𠮷田恵輔監督 

｢奇談｣             村人役                      小松隆志監督 

｢ＳＡＲＵフェイズ３｣  樋口茂役                      葉山陽一郎監督 

｢机のなかみ｣           先生役                      𠮷田恵輔監督 

｢大日本人｣       怪獣ミドン役                      松本人志監督 

｢僕の彼女はサイボーグ｣知的障害者役           クゥアク・ジェヨン監督 

｢純喫茶磯辺｣        改装業者役                      𠮷田恵輔監督 

｢シャッター｣       編集者役                      落合正幸監督 

｢東京残酷警察｣     ラブホの男役                     西村喜廣監督 

｢梅田優子の告白」 牛丼屋の店長・三島役      深井朝子監督 

｢20世紀少年－第２章｣   陳情係員役                      堤幸彦監督 

｢ＧＯＥＭＯＮ｣    拷問人役                        紀里谷和明監督

｢さんかく」    釣り具の店長役                     𠮷田恵輔監督

｢鉄男 THE BULLET MAN」 宅配業者役                   塚本晋也監督 

｢ナイントゥイレブン」コンビニ店長役                  越坂康央監督 

｢七つまでは神のうち」  映画監督役         三宅隆太監督 

｢ばしゃ馬さんとビッグマウス｣  王役            𠮷田恵輔監督 

｢麦子さんと｣  蟹江役                           𠮷田恵輔監督 

｢りんご」                                北川仁監督 

｢銀の匙 SilverSpoon｣  英語教師役                    𠮷田恵輔監督 

｢進撃の巨人」     至福の巨人役         樋口真嗣監督 

｢TOO YOUNG TO DIE！」ｽﾀｼﾞｵぱんだ店長役  宮藤官九郎監督 

 

三  島  ゆ  た  か  

                ＜ミシマ・ユタカ＞ 
          生年月日：１９６８年３月２１日      出  身：東京都     
          サ イ ズ：１５７cm Ｂ９８cm Ｗ８８cm Ｈ102.5cm Ｓ２５.５cm 服Ｌ号  
          特  技：イラスト・社交ダンス・調理        
          趣  味：映画・演劇・マンガ・料理  資 格 等：パスポート有り 

 

  

「あやしい彼女」  リンゴを盗まれたオヤジ役        水田伸生監督  

「Ｌ（エル）」     借金取り男役               下山天監督 

「沈黙 ‐サイレンス‐」 五島の男・クロ役  マーティン・スコセッシ監督 

「ＤＥＳＴＩＮＹ 鎌倉ものがたり」夜市人間役      山崎貴監督 

「犬猿」   和哉の上司役              𠮷田恵輔監督 

「ゼニガタ」 沼田役                 綾部真弥監督 

「愛しのアイリーン」ふんどし男役           𠮷田恵輔監督 

「ＤＡＲＣ ダーク」ラーメン屋のおやじ役 ジュリアスＲナッソー監督 

「ロマンスドール」木内役              タナダユキ監督 

「とんかつＤＪアゲ太郎」オープニング客役        二宮健監督 

「無頼」囚人役                    井筒和幸監督 

「BLUE／ブルー」居酒屋店長役             𠮷田恵輔監督 

「るろうに剣心・最終章」乞食老人役          大友啓史監督 

「空白」田辺淳二役                 𠮷田恵輔監督 

「明け方の若者たち」部長役             松本花奈監督 

「神は見返りを求める」奇行おじさん役         𠮷田恵輔監督 

 

ド ラ マ 

「パーフェクト・ラブ｣(レギュラー・牧田役)            ＣＸ 

 ｢いねむり紋蔵｣(１３話)                     ＮＨＫ 

 ｢茂七の事件簿｣(１話)                     ＮＨＫ 

 ｢ご近所探偵TOMOE｣(１話･イメクラ店長役) 堤幸彦監督      ＷＯＷＯＷ 

 ｢ナイトホスピタル｣(５話･研修医武田役)             ＹＴＶ 

「帰ってきた時効警察」（１話・五所川原役）三木聡監督      ＮＴＶ 

 ｢オトコマエ！｣(レギュラー・留吉役)              ＮＨＫ 

 ｢トリハダ４｣(電車男編・電車男役)                   ＣＸ 

「未来世紀シェイクスピア｣(レギュラー・赤猿役)二階健監督    ＫＴＶ 

｢ケータイ刑事 銭形泪｣(1 話・安西鼻男役)            BS-i 

 ｢ラストメール｣(５話・シゲ役)                 ＢＳ朝日 

 ｢世にも奇妙な物語・もう一人のオレ」（ディレクター役）       ＣＸ 

 ｢仮面ライダーダブル｣（１３話・火野/マスカレイドドーパント役）  ＡＮＢ 

「BUNGO・日本文学シネマ」（檸檬・二階の男役）𠮷田恵輔監督監督   ＥＸ 

｢モリのアサガオ」(レギュラー・猪山死刑囚役)                  ＴＸ 

｢平清盛」（５話・公卿２役）                  ＮＨＫ 

「陽だまりの樹」（２話・町人役）                  ＢＳプレミアム 
「彼は、妹の恋人」（６話・おねえ役）                Ｂｅｅ-ＴＶ 

 

 

 
http://bit.ly/2pfrGWQ 
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ビデオ映画 

 ｢ミナミの帝王13 消えない傷痕｣  右田       萩庭貞明監督 

 ｢当選｣               公輔役          向井寛監督 

 ｢湘南爆走族1･2｣  地獄の軍団NO.3役        小松隆志監督 

 ｢ヤンママ愚連隊３｣     マー役          光石浩二郎監督 

「ＯＨ！スーパーミルクちゃん ミルクのＩＴ革命」四代目ルパン魚武役 

Ｃ  Ｆ 

多数 

テレビ・バラエティ 

｢ＴＲＹ！ ＩＴ！｣(レギュラー・しんぺいちゃん)     ＴＢＳ 

｢みなさんのおかげでした"ギャラクシーフジヤマ"｣ 

(レギュラー・通信士ミシマ役)      ＣＸ 

「大！天才てれびくん」（たぬき旅館のたぬきオヤジ）        

ＮＨＫ教育 

「超入門落語THE MOVIE」「崇徳院」（床屋の客役）    ＮＨＫ 

その他 

【舞 台】 おにぎりスキッパーズ主宰 

｢痛快!!黄昏ハイスク～ル！｣ 

｢真夏のおでん｣｢みまもり刑事シリーズ｣｢侍ヘンドリクス｣ 

｢MEN&MAN 男達のSADAME｣脚本担当 

【Ｐ Ｖ】 

竹内芸能企画「明日があるさ」 ウルフルズ他多数 

【コンサート】 

｢サザンオールスターズ20周年渚園ライブ｣ 

 おやじﾀﾞﾝｻｰｽﾞﾒﾝﾊﾞｰ”三島ゴルッティーエ”として出演 

【ラジオ】 

ベイＦＭ｢マリブフライデージャム｣(レギュラー '96春～'98夏) 

【スチール】 

ＪＲグループ（三重ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）So-net 

 

「梅ちゃん先生」（125 話・康子の店の客役）                  ＮＨＫ 
「トッカン 特別国税徴収官」（７話・おしぼりファニー役）    ＮＴＶ 

｢まほろ駅前番外地」(レギュラー・看板持ちの男役)大根仁監督       ＴＸ 

｢八重の桜」（4話・茶坊主役）                      ＮＨＫ 
「幸せになる 3 つの買い物 いいね!を買った女」（ 地元の同級生役）   ＣＸ 
「スターマン～この星の恋」（レギュラー・謎の男役）堤幸彦監督 ＫＴＶ 

｢変身インタビュアーの憂鬱」(レギュラー・笹川量役) 三木聡監督    ＴＢＳ 

｢ＢＯＲＤＥＲ」(4 話・市村役)                      ＥＸ 

｢リバースエッジ大川端探偵社」(女番長・商店主役)大根仁監督         ＴＸ 

｢リーガルハイ・スペシャル 2」（石井役）                  ＣＸ 

｢LOVE 理論」（8 話・木村役）                   ＴＸ 

「ソタイ２ 組織犯罪対策課」（中国人Ｂ役）               ＴＸ 

｢ラストコップ」(3 話・ホームレス役)                  ＮＴＶ 

「三匹のおっさん」（1 話・ケーキ店店主役）                 ＴＸ 

「花実のない森」（管理人役）                        ＴＸ 

「バイプレイヤーズ」（8 話・「みたらし熟女」監督役）松居大吾監督      ＴＸ 

「スリル！ 黒の章」（4 話・居酒屋店主役）           ＢＳプレミアム 

「犯罪症候群」（1 話・情報屋役）                     ＣＸ 

「みをつくし料理帳」（１話・見物人２役）                ＮＨＫ 

「トットちゃん！」（26 話・闇市店主役）                  ＥＸ 

「名刺ゲーム」（２話・高見沢役）木村ひさし監督           ＷＯＷＯＷ 

「相棒 16」（15 話 ホームレス役）権野元監督               ＥＸ 

「９９．９シーズンⅡ」（８話・裁判員役）             ＴＢＳ 
「宮本から君へ」（１話・文具店の親父役）真利子哲也監督       ＴＸ 
「特捜ナイン」（４話・小島均役）田村孝蔵監督            ＥＸ 
「おっさんずラブ」（最終話・フラッシュモブおじさん役）瑠東東一郎監督ＥＸ 

「そろばん侍 風の市兵衛」（６話・そば屋役）  中島由貴監督      ＮＨＫ 

「健康で文化的な最低限度の生活」（8 話・断酒会の男）大内隆弘監督     ＣＸ 

「ゼロ エピソード ZERO」後藤ミツル編（後篇・ナルシストな紳士役）   ＨＵＬＵ 

「主婦カツ！」(２話・値札男役)鈴木浩介監督         ＢＳプレミアム 

「ブラックスキャンダル」（7.5 話・監督役）西村了監督         ＮＴＶ         

「グッドワイフ」（3 話・ラーメン屋主人役）塚原あゆ子監督       ＴＢＳ 

「柴公園」（4 話・競馬おじさん役）綾部真弥監督         ＴＶＫ 
「白衣の戦士！」（6 話・見舞客役）猪俣隆一監督       ＮＴＶ 
「his～恋するつもりなんてなかった」（5 話・管理人役）今泉力哉監督メーテレ 
「 T W O  W E E K S」（ 5 話・漁師役）本橋圭太監督       ＫＴＶ 
「いだてん～東京オリムピック噺」（39 話・中国人露天商役）大根仁監督ＮＨＫ 
「仮面ライダーゼロワン」（9 話・久知唐雄役）山口恭平監督      ＥＸ 
「絶対零度」（2 話・雀荘店主役）石川淳一監督            ＣＸ 
「恋はつづくよどこまでも」（6 話・立花康央役）田中健太監督    ＴＢＳ 
「この男は人生最大の過ちです」（8 話・教授役）菊池健雄監督     ＥＸ 
「猿に会う」（3話・西川役）高橋永樹監督                dtv 
「レンアイ格闘家」（10 話・借金取り 1 役）田中峰弥監督       ＦＯＤ 
「彼女はキレイだった」（6 話・青柳コウ役）松田祐輔監督       ＫＴＶ 
「ドクターY 外科医・加地秀樹」（ラーメン屋店主役）山田勇人監督   ＥＸ 
「らせんの迷宮～DNA 科学捜査～」（5 話・死体発見者役）松永洋一監督  ＴＸ 
「おいしい給食 season2」(6 話・工藤俊作役)綾部真也監督         ＭＸ 
「モモウメ」(11話・さすらいのシゲ役)山本ヨシヒコ監督       ＨＵＬＵ 
「だから殺せなかった」（1.2.3 話・ホームレス役）権野元監督   ＷＯＷＯＷ 
「ミステリと言う勿れ」（レギュラー・佐橋謙介役）松山博昭監督     ＣＸ 
「ねこ物件」（1話・肉屋役）綾部真也監督                ＭＸ 
「ＡＫＢ４８の歌」（3.4話「夕陽を見ているか？」高岸役）永江二朗監督 ひかりＴＶ 
「仮面ライダーリバイス」（47 話・コメンテーター役）            ＥＸ 
「初恋の悪魔」（6話・矢澤栄太郎役）水田伸生監督             ＮＴＶ 
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