
舞  台 
 塚本晋也主宰｢海獣シアター｣に所属して、 
テント公演｢電柱小僧の冒険｣で電柱小僧を演じる。 

他、サンハロンシアター公演等多数出演 
「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 
映  画 
つんくタウンフィルム 
 ｢マスクマン｣(川島英昭役)             飯田かずな監督 
 ｢DOLLS｣(患者役)                    北野武監督 
 ｢陽はまた昇る｣(社員役)               佐々部清監督 
 ｢稀人(まれびと)｣(森役)                  清水崇監督 
JAM'S FILM｢女神のかかと｣ 
 ｢机のなかみ｣(主人公の父役)              吉田恵輔監督 
 ｢逃亡くそたわけ｣(なごやんの父役)          本橋圭太監督 
 ｢純喫茶磯辺｣(三平食品業者役)            吉田恵輔監督 
 ｢ぐるりのこと。｣(我孫子徹役)            橋口亮輔監督 
 ｢２０世紀少年－第三章｣                堤幸彦監督 
 ｢なくもんか｣(電気店店主役)             水田伸生監督 
 ｢ていだかんかん｣(三浦役)              李闘士男監督 
 ｢猿ロック｣(鶴亀商店街の米屋役)            前田哲監督 
 ｢さんかく｣(ヒロインの父役)             吉田恵輔監督 
「ハナばあちゃん」（畠山竜夫役）          杉村和彦監督 

「武蔵野Ｓ町物語」(魚屋サブ役)                 金澤克也監督 
「セイジ 陸の魚」（役場の人役）               伊勢谷友介監督 

「地獄でなぜ悪い」（取り巻き役）               園子温監督 

「百瀬、こっちを向いて」（参列者1役）           耶雲哉治監督 

「図書館戦争」                      佐藤信介監督 

「くじけないで」（学校主任役）              深川栄洋監督 
｢麦子さんと｣ (司会役)                  吉田恵輔監督 
「ミュージアム」（中田長治役）              大友啓史監督 
「愛しのアイリーン」（社長役）              吉田恵輔監督 

「BLUE／ブルー」（中年太り役）              吉田恵輔監督 

「浅草キッド」（商店街のおやじ役）           劇団ひとり監督 

「グッバイ・クルエル・ワールド」（商店街の店主役）    大森立嗣監督 

 

 

内  藤   ト  モ  ヤ  

＜ナイトウ・トモヤ＞ 
 
      生年月日：１９５８年１０月２５日    出  身：愛知県 
      サ イ ズ：１７１cm Ｂ９０cm Ｗ８３cm Ｈ９２cm Ｓ２５cm 服Ｍ号 
      特  技：絵画・デザイン 趣  味：素潜り・スキューバーダイビング・アルトサックス 

      資 格 等：高等美術教員免許・合気道５級 
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ド ラ マ 
 ｢ジェリーインメリーゴランド｣              ＴＸ 
｢せつない”アイライクバージン”｣（中年男役)          ＡＮＢ 
 ｢トリック｣(４・５話)                  ＡＮＢ 
｢嫁はミツボシ｣(１話・式場係員役)              ＴＢＳ 
 ｢整形美人｣(６話・お見合い相手役)             ＣＸ 
 ｢東京庭付き一戸建て｣(クラブの客役)           ＮＴＶ 
「ナイトホスピタル｣(１話・患者役)              ｙｔｖ 
 ｢温泉仲居探偵２｣(社長役)                 ＴＸ 
 ｢一攫千金夢家族２｣                   ＴＢＳ 
 ｢すいか｣(６話・菓子屋店主役)              ＮＴＶ 
「 所轄刑事｣ ( 寿司屋店役 )             ＣＸ 
 ｢ＣＡ！と呼ばないで｣                    ＮＴＶ 
 ｢相棒５｣(不動産役)                    ＡＮＢ 
 ｢１ポンドの福音｣(記者役)                 ＮＴＶ 
 ｢栞と紙魚子の怪奇事件簿｣(サラリーマン役)         ＴＸ 
｢未来世紀シェイクスピア｣(レギュラー・猪八戒役)         ＫＴＶ 
 ｢アイシテル」(７話･区役所の同僚役)             ＮＴＶ 
 ｢猿ロック｣(７話･米屋の主人役)               ＮＴＶ 
「soil」（渥美清彦署長役）              wowow 
「ゲゲゲの女房」（八百屋役）                ＮＨＫ 
「愛は見える」                          ＣＸ 
「崖っぷちのエリー」（６話 武田役）            ＡＮＢ 
「ナサケの女」（最終話銀行員役）                ＡＮＢ 
「モリノアサガオ」（デモ隊役）                ＴＸ 
｢JIN  仁 ②」２話（質屋役）                 ＴＢＳ 
「絶対零度ＳＰ」（清掃業者役）              ＣＸ 

「専業主婦探偵～私はシャドウ」（5 話）          ＴＢＳ 
「聖なる怪物たち」（準レギュラー・シゲさん役）             ＥＸ 
「彼は、妹の恋人」（1話・店長役）                  BeeTV 
「ライアーゲーム アリスインライアーゲーム」（町人Ｂ役） 
「ＡＴＡＲＵ」（8話・鳩胸運送所長役）            ＴＢＳ 

「多摩南署たたき上げ刑事 近松丙吉 10 」 

橋を渡る死体（文房具店主・文野役） ＴＸ 
「黄金を抱いて翔べ」ｽﾍﾟｼｬﾙﾄﾞﾗﾏ （保護士役）            BeeTV 
｢悪夢ちゃん」（８話 中年課長役）                 ＴＢＳ 

「ホームドクター・神村愛② 」（新聞販売店店主役）    ＴＢＳ 

「仮面ライダーウィザード」（20話 花屋店長役）            ＥＸ 

 

サイズ表 PDF https://drive.

google.com/fil

e/d/1B5XGO2

vvECn5rbfV0

GTkPAV8ZPp

JDSsL/view?

usp=share_li

nk 
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「カラマーゾフの兄弟」（3話 佐伯役）                 ＣＸ 
「 突 入 ！ 福 島 原 発 に 挑 ん だ 男 た ち 」 

～激闘秘話！命と執念の 12 日間」（消防団員役） ＣＸ 

「ダブルス～二人の刑事～」（8 話 管理人役）         ＡＮＢ 
「明日の光をつかめ-2013 夏-」（1 話 債権者 2 役）      東海ＴＶ 

［刑事のまなざし｣(古本屋店長役)              ＴＢＳ 
「Ｄｒ.ＤＭＡＴ」（8 話 処理場の職員役）        ＴＢＳ 
「ＳＭＯＫＩＮＧ ＧＵＮ～決定的証拠～」（8 話 地主役）     ＣＸ 

「警視庁機動捜査隊 216Ⅴ｣ (加賀谷役)            ＴＢＳ 

世にも奇妙な物語 25 周年スペシャル‘15 春「地縛者」（地縛者Ｄ役）      ＣＸ 

「REPLAY＆DESTROY」(1 話・先輩教師山崎役）          ＴＢＳ 

「天使と悪魔-未解決事件匿名交渉課-」」（5 話・店員役）     ＥＸ 

「3 つの街の物語」父と子 （常連客Ａ）            ＴＢＳ 

｢Fujiko｣ (4 話・客１役)                   hulu 
世にも奇妙な物語‘16 春の特別編「美人税」（中年男役）          ＣＸ 
「とげ 小市民倉永晴之の逆襲」（4 話 老医師役）       ＴＨＫ 
「三匹のおっさん」（2 話 鴨田役）               ＴＸ 
「大貧乏」（７話・代表者役）                 ＣＸ 
「犯罪症候群」（５話・管理人役）               ＣＸ 
「警視庁ゼロ係」（1 話・管理人役）               ＴＸ 
「トットちゃん！」（4 話・派出所巡査役）           ＡＮＢ 
「アイズ」（２話・店長役）               ＢＳスカパー 
「スニッファー 嗅覚捜査官 SP」（土居昌樹役）        ＮＨＫ 
世にも奇妙な物語‘18 春の特別編「フォロワー」（田中社長役）山内大典監督ＣＸ 

「特捜９ season1」（７話・豪正寺職員役）長谷川康監督      ＥＸ 

「そろばん侍 風の市兵衛」（４・５話 大菱屋役）中島由貴監督 ＮＨＫ 

「dele」（３話・大家役）  瀧本智行監督            ＥＸ 

「探偵が早すぎる」（４話・太田役） 瑠東東一郎監督      ＮＴＶ 

「健康で文化的な最低限度の生活」(５話・義経勇一役)本橋圭太監督 ＣＸ 

「手紙」（スナックの客役） 深川栄洋監督            ＴＸ 

「下町ロケット」（10話・農家のオーナー役）松木彩監督       ＴＢＳ 

「仮面ライダー・ジオウ」（19 話・大学教授役）諸田敏監督     ＥＸ 

「孤高のメス」（6 話・田中教授役）内片輝監督       ＷＯＷＯＷ 

「相棒 17」（16 話・根岸社長役）内片輝監督           ＥＸ 

「家売るオンナの逆襲」（10 話・ミスターコイン役）猪股隆一監督 ＮＴＶ 

「ストロベリーナイト・サーガ」（2 話・鴨下社長役）山内大典監  ＣＸ 

「いだてん」（14 話・債権者役）  大根仁監督         ＮＨＫ 

「リーガルハート」（1話・塚田役）       西浦正記監督      ＴＸ 

「まだ結婚できない男」（2・3・4・7・10 話・おじさん店員役）   

三宅喜重監督 小松隆志監督 植田尚監督   ＣＸ 

「孤独のグルメ８」（５話男性常連客役）北尾賢人監督     ＢＳテレ東 

「磯野家の人々～20 年後のサザエさん」（魚屋さん役）鈴木雅之監督 ＣＸ 

「 エ ー ル 」 （ ７ ・ 1 0 話 ・ 教 頭 小 岩 井 役 ） 

橋爪紳一朗監督 吉田照幸監督     ＮＨＫ 

「家政婦のミタゾノ」（5 話・宮内浩介役）   小松隆志監督    ＥＸ 

「西荻窪 三ッ星洋酒堂」（1 話・クライアント 1 役）村尾嘉昭監督 ＭＢＳ 

「やっぱりおしい刑事」（１話・田所万平役）山本大輔監督    NHK-BS 

「 最 高 の オ バ ハ ン  中 島 ハ ル コ 」 

（３話・高田武治役）金子与志一監督 東海テレビ 

「正義の天秤」（1話・栗山伸明役）片岡敬司監督           ＮＨＫ 

「白い濁流」（6 話・常連客の徳さん役）佐々木祥太監督      NHK-BS 

「前科者-新米保護司・阿川佳代-」（1話・初老客役）岸善幸監督   WOWOW 

「ドクターＸ～外科医・大門未知子～ 」（7 話・定食屋の客 2 役）  ＥＸ 

「ユーチューバーに娘はやらん！」（1 話・五木昭一役）西浦正記監督 ＴＸ 

「しもべえ」（6 話・医局長役）山内大典監督          ＮＨＫ 

「特捜９ season５」（5 話・マンション管理人役）田村孝蔵監督   ＥＸ 

「初恋の悪魔」（2話・安生夕紀夫役）水田伸生監督 鈴木勇馬監督  ＮＴＶ 

「ユニコーンに乗って」（7 話・商店の店主役）棚澤孝義監督   ＴＢＳ 

「祈りのカルテ～研修医の謎解き診察記録～」（2 話・山口保役） ＮＴＶ 
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ビデオ映画 
｢銀色の雨｣ 
 ｢監禁逃亡｣                      池田敏春監督 
｢ＯＬ株式会社｣ 
 ｢媚薬｣(遠山役)                     勝利一監督 
｢ド・チンピラ｣(キャバクラ店長役) 製作：アンカー・ビジュアルネットワーク 
｢飼育の密室｣(木崎役)                キム・テグワン監督 
 
Ｃ  Ｆ 
多数 
 
ＷＥＢ 
カネボウ 
Nottv 
「ＨＡＧＥ」               Twitter ドラマ 


