
田  野  良  樹  

＜タノ・ヨシキ＞ 
 

生年月日：１９６５年８月２５日   出  身：愛媛県           
 サイズ：１６８cm Ｂ９２cm Ｗ８３cm Ｈ９３cm Ｓ２５cm 服サイズ：Ｌ号 

       特  技：空手（松濤館流・８年）・インドネシア語（少々） 
           スキューバダイビング（ＰＡＤＩ・オープンウォーター） 
       趣  味：旅行   資 格 等：英検 準1級・普通自動車免許・パスポート 
 

    映  画 

 ｢海は見ていた｣                                熊井啓監督 

 ｢ＩＫＫＡ｣(警官役)                              川合晃監督 

 ｢座頭市｣(番頭役)                               北野武監督 

 ｢ノロイ｣(矢野照之役)                            白石晃士監督 

 ｢不撓不屈(ふとうふくつ)｣(三上役)                    森川時久監督 

 ｢監督ばんざい｣(番頭役)                             北野武監督 

 ｢怪談｣(番頭役)                                     中田秀夫監督 

 ｢アキレスと亀｣(バス停の男役)                           北野武監督 

 ｢ぐるりのこと。｣                                橋口亮輔監督 

 ｢ハゲタカ｣(派遣工役)                                 大友啓史監督 

 「闇金ウシジマくん」（客役）                  山口雅俊監督 

「抱きしめたい」（遊園地の警備員役）              塩田明彦監督 

「百瀬、こっちを向いて」（参列者2役）          耶雲哉治監督 
「BLUE／ブルー」（運送会社社長役）             吉田恵輔監督 

「前科者」(ラーメン屋店主役)                岸 善幸監督 

 

ド ラ マ 

「おとうと｣                                 ＴＢＳ 

「父と子の疑惑｣                                       ＣＸ 

「大江戸捜査網｣                                       ＴＸ 

 スーパーワイド｢オウム裁判 生再現｣                            ＴＢＳ 

「月の雫を抱く女｣(検事官補佐役)                               ＣＸ 

「パパ・レンタル中｣(面接官役)                               ＴＢＳ 

 金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ｢救急指定病院｣ 

「タイムレンジャー｣                                    ＡＮＢ 

「相棒２｣                                     ＡＮＢ 

「警視庁鑑識班｣                                      ＮＴＶ 

「永遠の恋の物語～さっちゃんの初恋～｣(編集者役)                       ＡＢＣ 

「クライマーズハイ｣(編集局員役)                              ＮＨＫ 

「ヒットメーカー阿久悠物語｣(主人公の父親役)                       ＮＴＶ 

「銭ゲバ｣(市長役)                                     ＮＴＶ 

「相棒７｣(警備員役)                                  ＡＮＢ 

「アイシテル｣(１話･井上刑事役)                             ＮＴＶ 

「白い春｣(３話･同僚役)                                 ＣＸ 

「天装戦隊ゴセイジャー」（運転手役）                          ＡＮＢ 

「ナサケの女」（２話 隣の席の課長役）                            ＡＮＢ 

 

 

 

  

 
http://bit.ly/2pfd0Xy 
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「世にも奇妙な物語 2011 年 春の特別編」（クリームまみれの男）    ＣＸ 

「マルモのおきて」（7 話 果物屋の店員役）             ＣＸ 

「相棒 season10」（１話 タクシー運転手役）            ＡＮＢ 

 土曜ワイド劇場「福原警部３～埋もれ火～」（釣り人役）      ＡＮＢ 

「それでも生きていく」（1 話 釣り人役）              ＣＸ 

「ストロベリーナイト」（1 話 刑事役）               ＣＸ 

「ティーンコート」(4 話 辰巳敬役)                 ＮＴＶ 

「ブラックボード」（2 話 記者役)                 ＴＢＳ 

「ＡＴＡＲＵ」（2 話 制服警官役)                 ＴＢＳ 

「Ｗの悲劇」（4 話 出前持ち役)                  ＥＸ 

松本清張没後 20 年特別企画「危険な斜面」（守衛役）        ＣＸ 

「償い」（1 話・巡査役）             ＮＨＫ―ＢＳ 
「匿名探偵｣（管理人役）                ＡＮＢ 

「ラジオ」（東京の薬局の店主役）            ＮＨＫ 

「人質の朗読会」（くちなし会メンバー)            ＷＯＷＯＷ 

「明日の光をつかめ-2013 夏-」（9 話 警備員役)        東海テレビ 

「ダークシステム 恋の王座決定戦」（レギュラー・黒服役）    ＴＢＳ 
「日航機墜落 32 分間の闘い～御巣鷹に捧ぐ 30 年目の誓い～」（波多野純役) ＣＸ 

「東京スカーレット」（5 話 黒川秀雄役)             ＴＢＳ 

「黒服物語」（6 話 客役)                     ＥＸ 

「天使と悪魔-未解決事件匿名交渉課-」（5 話・上野礼司役）        ＥＸ 

「エイジハラスメント」（5 話・管理職Ｂ役）            ＥＸ 
｢惨敗から立ち上がれ トビウオジャパンの軌跡」（町工場社長役）     ＮＨＫ 

「遺産争族」（9 話・近所のおじさん役）              ＥＸ 

「ハロハロハウス」（レギュラー・鍋島裕次郎役）   フィリピン国営放送 

「家売るオンナ」（4 話・タクシー運転手役）           ＮＴＶ 

「遺産相続弁護士 柿崎真一」（2 話・吉田源蔵役）          ＮＴＶ 

金曜プレミアム 本当にあった女の人生ドラマ 5 話｢ブスの極み｣（上司役）  ＣＸ 

「ミス・シャーロック」（２話・警備員役）         ＨＵＬＵ 

「刑事 7 人」（4 話・カシワの店主）              ＥＸ 

「健康で文化的な最低限度の生活」（8 話・大家）大内隆弘監督  ＣＸ 

「日本ボロ宿紀行」（第 2 話・井上俊雄役）原廣利監督      ＴＸ 

「ストロベリーナイト・サーガ」（6話・村田郁彦役）洞功二監督   ＣＸ 

「時効警察 復活 SP」（警察官役）三木聡監督         ＥＸ 

「絶対零度」（1 話・遺族役）石川淳一監督           ＣＸ 

 

サイズ表 PDF https://drive.

google.com/fil

e/d/1JABZZw

W0QR6Z1uA

J1F1HP3MI

HlArCeZe/vie

w?usp=share

_link 
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    「ハケンの品格」（２話・タクシー運転手役）佐藤東弥監督 ＮＴＶ 

「17.3 about a sex」（８話・薬局の店員）金井紘監督          Abema 

「七人の秘書」（７話・富山役）山田勇人監督           ＥＸ 

「シグナル 長期未解決事件捜査班 スペシャル」 

（大家役）鈴木浩介監督   ＣＸ 

「TOKYO MER～走る救急救命室～」（8話・患者 B役）松木彩監督  ＴＢＳ 

「君と世界が終わる日に」（特別編・職員役）菅原伸太郎監督   ＮＴＶ 

「探偵が早すぎる～春のトリック返し祭り～」 

              （2話・警備員役）湯浅弘章監督  ｙｔｖ 

「特捜９ season５」（10話・雑居ビルの管理人役）田村孝蔵監督  ＥＸ 

「オクトー 感情捜査官 心野朱莉」（8話・鴨居圭役）林雅貴監督 ｙｔｖ 

 
Ｃ  Ｆ 

武田薬品 

明治「たけのこの里」 

       他多数 

 

Ｖ  Ｐ 

 天然ガス   

マツダ「ボンゴ」イベント映像  他多数 

 

Ｗ Ｅ Ｂ 

楽天レシピ 

 

ビデオ映画 

 ｢外道｣(記者役)                                 望月六朗監督 

 ｢パチスロ梁山泊５｣ 

 ｢ＴＥＮＭＡ｣(石川役)                               六車俊治監督 

 ｢宿命｣(大学事務員役)                               六車俊治監督 

 

イベント 

 ウインドウズワールド（99年）  

東京モーターショー（99年秋） 

 

舞  台 

 劇団 櫂、サンハロンシアター  他多数出演   

「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 
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