
矢  嶋  俊  作  

                  ＜ヤジマ・シュンサク＞ 
 

生年月日：１９５８年６月１０日     出  身：福島県 
 サ イ ズ：１７５cm Ｂ９８㎝ Ｗ８５㎝ Ｈ９４㎝ Ｓ２６ｃｍ 

特  技：立ち回り・スキー（検定1級）・ジャズダンス 
趣  味：野球       資 格 等：普通自動車免許 

 

  

株式会社  ケイエムシネマ企画  

〒160-0022  東京都新宿区新宿 1-27-1 クインズコート新宿 202 

TEL 03-3350-9358 FAX 03-3350-9294  e-mail  info@kmcinema.com 

映  画 
｢ふうせん｣ 
ショートムービー｢Ｍをさがせ｣ 

 ｢飛龍炎昇｣(山岸役)                   ムーディー勝山監督 
 ｢大日本人｣(パイロット役)                   松本人志監督 
 ｢百万円と苦虫女｣(裁判官の声)                タナダユキ監督 
 ｢２０世紀少年｣                         堤幸彦監督 
 ｢感染列島｣                          瀬々敬久監督 
 ｢ＧＯＥＭＯＮ｣                       紀里谷和明監督 
 ｢さまよう刃｣(記者役)                     益子昌一監督 
 「テルマエロマエ」（編集長役 福島弁方言指導）         武内英樹監督 
「テルマエロマエⅡ」（福島弁方言指導）             武内英樹監督 
 ｢高台家の人 ｣々 (宮沢幸司役）                土方政人監督 
｢何者｣ (映画会社面接官役）                  三浦大輔監督 
｢聖の青春｣ (田中章造役）                     森義隆監督 

「AWAKE」(藤村剛役)                       山田篤宏監督 
「騙し絵の牙」（会社役員役）                  吉田大八監督 
「ずっと独身でいるつもり？」（本田悟役）          ふくだももこ監督 
 
ド ラ マ 
 ｢刑事貴族｣                            ＮＴＶ 
 ｢ハワイから来た殺人者｣                       ＣＸ 
 ｢足長おじさん殺人事件｣                      ＡＮＢ 
 ｢天までとどけ６｣                         ＴＢＳ 
 ｢銀座ママ・亜弥子の日記｣                       ＣＸ 
 ｢はみだし刑事情熱系Ｐ－Ⅲ｣                    ＡＮＢ 
 ｢女優杏子｣(46,47,48,54 話・橘役)                  ＣＸ 
 ｢日本ぬくもりの旅｣(ナビゲーター役／レギュラー)     ＢＳ 999 チャンネル 
 ｢はみだし刑事情熱系Ｐ－Ⅵ｣(最終話・医師役)             ＡＮＢ 
 ｢ごくせん｣(11 話・渡部明彦役)                   ＮＴＶ 
｢ＮＡＩＬ｣(1 話･医者役)山川直人監督              ＷＯＷＯＷ 
日本テレビ開局 50 年記念ドラマスペシャル｢天国のダイスケへ｣(医師役) ＮＴＶ 

 金曜時代劇｢人情とどけます｣(４話・同心役)              ＮＨＫ 
 ｢ドウニチラヴ｣(６話・面接官役)                   ＴＶＫ 
 月曜ﾐｽﾃﾘｰ｢上条麗子の事件推理３｣(麗子の父役)   鷹森立一監督   ＴＢＳ 
 土曜ワイド劇場｢仮釈放の女｣(刑事役)                  ＡＮＢ 
  ｢相棒３｣ (爆弾処理班班長役)                   ＡＮＢ 
   昭和ダイナマイト                         ＭＴＢ 
 ｢オトコマエ！｣(奉行役)                      ＮＨＫ 
土曜ワイド劇場｢ショカツの女２｣(折原良造役) 

 ｢ホカベン｣(弁護士役)                       ＮＴＶ 
 ｢相棒７｣(検察官役)                        ＡＮＢ 
 ｢怨み屋本舗ＳＰ｣(政治家役)                     ＴＸ 
 ｢相棒８｣(７話･川井謙次郎役)                   ＡＮＢ 
 ｢仮面ライダーダブル」（照井雄二役）                ＡＮＢ 

 

 

 

 

「絶対泣かないと決めた日ＳＰ」（ＮＹ支局長役）           ＣＸ 
「ストロベリーナイト」（署長役）                   ＣＸ 
「龍馬伝」（４１話 ４５話伊藤助太夫役）              ＮＨＫ 
「ギルティ」（１話 小池役）                     ＣＸ 
「悪党」（３話 古川勝也役）                    ＡＮＢ 
「絶対零度２～特殊犯罪潜入捜査～」(４話三峰辰夫役)           ＣＸ 
「相棒 10」(18 話 新見役)                       ＡＮ 
「分身」（池内刑事役）永田琴監督                 ＷＯＷＯＷ 
「ATARU｣(3 話 弓削勝則役)                       ＴＢＳ 
「ドクターＸ～外科医大門未知子｣(1話・4話・6話・７話・8話教授役)   ＥＸ 

「世にも奇妙な物語‘13 春の特別編」（本物の機長役）      ＣＸ 
「遺留捜査｣(1 話 編集長役)                      ＥＸ 
「DOCTORS」(2 話 田村雅人役)                     ＡＮＢ 
「Oh,My Dad!!」(5 話 役員 B 役)                     ＣＸ 
「クロコーチ｣(5 話・6 話・７話 犯人の父親役)           ＴＢＳ 
「ブラックプレジデント」(1 話・3 話・11 話 役員 A 役)            ＣＸ 
「死神くん」(8 話 役員役)                         ＥＸ 
「ルーズヴェルト・ゲーム｣(最終話 イツワ電器開発部長役)       ＴＢＳ 
「ほっとけない魔女たち Episode1｣(2 話・5 話 松村寿明役)     ＴＨＫ 
「ルーズヴェルト・ゲーム｣(最終話 イツワ電器開発部長役)        ＴＢＳ 
「ほっとけない魔女たち Episode1｣(2 話・5 話 松村寿明役)      ＴＨＫ 
「日航機墜落 32 分間の闘い～御巣鷹に捧ぐ 30 年目の誓い～」（高濱雅巳役)  ＣＸ 
「女はそれを許さない｣(1 話 役員 1 役)                   ＴＢＳ 
「黒服物語」（最終話 池内役)                        ＥＸ 
「銭の戦争」（9 話 出資者 2 役)                      ＫＴＶ 

世にも奇妙な物語 25 周年スペシャル‘15 春「自分を信じた男」（銀行支店長役）  ＣＸ 
「海に降る｣(第 1 話 政府関係者 3 役)             ＷＯＷＯＷ 
「石の繭」（レギュラー 児島役）                ＷＯＷＯＷ 
「仮面ライダーゴースト」（第４話 毛利真一郎役)               ＥＸ 

土曜ワイド劇場「特捜 7」（土木課課長役）                ＥＸ 
「惨敗から立ち上がれ ～水泳王国ニッポンの道～」（青木役）         ＮＨＫ 
「フラジャイル」（8 話・医師２役）                    ＣＸ 
「僕のヤバイ妻」（2 話・医師役）                     ＣＸ 
「重版出来！｣ (2 話・真中役)                       ＴＢＳ 
「昼のセント酒｣ (7 話・コモリ食品広報課長役)               ＴＸ 
「営業部長 吉良奈津子」（1 話・宣伝部長役）               ＣＸ 
「ヒポクラテスの誓い」（最終話・教授役）               ＷＯＷＯＷ 
「ON 異常犯罪捜査官・藤堂比奈子」（3 話・会社経営者役）     ＣＸ 
「探偵物語」（警視庁捜査一課係長役）              ＥＸ 
「あなたのとこはそれほど」（１話・大家１役）         ＴＢＳ 
「この世にたやすい仕事はない」（２話・園長役）    ＢＳプレミアム 
「サイタマのラッパー」（６話）                 ＴＸ 
「犯罪症候群シーズン２」（３話・医師役）         ＷＯＷＯＷ 
 



矢  嶋  俊  作  

＜ヤジマ・シュンサク＞ 
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ド ラ マ 
「刑事ゆがみ」（３話・副署長役）加藤裕将監督            ＣＸ 
「ブラックリベンジ」（９話・編集長役）松永洋一監督       ＮＴＶ 
「宮本から君へ」(１話・千代丹火災の資材部部長役)真利子哲也監督  ＴＸ 
「探偵物語」（係長役）筧昌也監督                ＥＸ 
「ヘッドハンター」（丸一地所役員役）土方政人監督         ＴＸ 
「刑事 7 人 シーズン 4」（1 話・相良幹夫役）及川拓郎監督    ＥＸ 
「トレース～科捜研の男」（１話・企画課長役）松山博昭監督  ＣＸ 
「ストロベリーナイト・サーガ」（4 話・裁判官役）石川淳一監督 ＣＸ 
「トップリーグ」（6 話・政治部長役）星野和成監督      ＷＯＷＯＷ 
「悪魔の弁護士 御子柴礼司」（6 話・桐生役）村谷嘉則監督    ＣＸ 
「絶対零度」（1 0 話・大迫重明役）小林義則監督      ＣＸ 
「七人の秘書」（８話・総理役）田村直己監督            ＥＸ 
「警視庁ゼロ係 season５」（最終話・幹部①役）倉貫健二郎監督   ＴＸ 
「ナイト・ドクター」（11 話・幹部役）関野宗紀監督        ＣＸ 
「らせんの迷宮～DNA 科学捜査～」（1 話・中山博役）岩本仁志監督  ＴＸ 
「アンラッキーガール！」（5 話・社長Ｂ役）吉田卓功監督     ＹＴＶ 
「スナックキズツキ」（5 話・富田の父役）筧昌也監督        ＴＸ 
「日本沈没-希望のひと-」（7 話・北星社長役）宮崎陽平監督    ＴＢＳ 
「ドクターX～外科医・大門未知子～」（9 話・理事役）       ＥＸ 
「競争の番人」（1.6.9話・委員長役）相沢秀幸監督            ＣＸ 
 
Ｗ Ｅ Ｂ 
アステラスファイザー製薬｢リピトール｣ 

 
舞  台 
 ｢女太閤記｣                      演出：石井ふく子／明治座 
 ｢枯れすすき｣                              演出：神山征二郎 
 ｢セーラームーンＳ｣(ミュージカル)                演出：平光琢也 
 ｢渡る世間は鬼ばかり｣            演出：石井ふく子／芸術座・名鉄劇場 
 ｢リチャード三世｣(リチャードの兄・クラリス役)          演出：栗田芳宏 
 ｢Sazen-丹下左膳-｣                演出：脇太平／銀座博品館劇場 
 ｢MEN＆MAN｣              演出：国枝量平／シアターサンモール劇場 
 「ゲゲゲのゲ」        演出：宇治川まさなり／ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｿﾝｸﾞｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ製作 

 
ほか多数 

ボイス 
日産カーナビ   
映画｢カメレオン｣告知ＣＦ 

 
洋画吹き替え 
「デスパズル」            主演：ﾛﾊﾞｰﾄｶｰﾗｲﾙの声 
「ハリウッド式 恋のから騒ぎ」    主演：ｳｨﾘｱﾑﾒｲｼｰの声 
「２４～SEASON2～」         探偵ﾗﾙﾌｵﾊﾞｰﾄﾝの声 

 
ショートムービー 

昭和ダイナマイト 
 

 
Ｖ  Ｐ 
住友林業｢活機園｣ 
キャノン    
ジマイマム  
国税庁  
りそな銀行 

 
Ｃ  Ｆ 
エピックウォー「モバイルストライク」                  他多数 

 


