
映  画 

 ｢スパイゲーム｣                          デビット・ウー監督 

 ｢恋は舞い降りた｣                              長谷川康夫監督 

 ｢タオの月｣(野伏役)                              雨宮慶太監督 

｢Ｂ計画｣(日本・韓国合作／日本領事館副領事役)           ブルース・ロー監督 

 ｢ボクの、おじさん｣(検察事務官役)                      東陽一監督 

 ｢MONDAY｣(警官役)                                 サブ監督 

 ｢東京攻略｣(ＣＩＡ役)                            馬楚成監督 

 ｢スリ｣(私服警察官役)                          黒木和雄監督 

｢the grudge｣呪怨｣ﾊﾘｳｯﾄﾞ版(ピーターの同僚役)                     清水崇監督 

ドイツ映画｢バレーオブフラワーズ｣(ＳＰ役)       監督／脚本：パン・ナリン 

 ｢イニシャルＤ｣(Mr.Ｘ役)                       ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ﾗｳ監督 

 ｢容疑者 室井慎次｣(ＳＰ役)                       君塚良一監督 

 ｢Ｌ｣(出迎えの男役)                            中田秀夫監督 

 ｢東京残酷警察｣                                西村喜廣監督 

 ｢ＢＡＬＬＡＤ｣                             山﨑 貴監督 

 中国映画｢バタフライ～肩の上の蝶｣(医師役)                   ｼﾞｪｲｺﾌﾞ･ﾁｬﾝ監督 

 ｢婚前特急」（中年男役）                         前田弘二監督 

 ｢Ｐｕｒｅ」（中山先生役）                        横井健司監督 

 ｢パラノーマル・アクティビディ」第２章                      山野繁幸監督 

「ワイルド 7」（東都新聞社編集長役）              羽住英一郎監督 

「妖怪人間ベム」（役員役）                     狩山俊輔監督 

「ＭＯＮＳＴＥＲＺ」（客役）                    中田秀夫監督 

「ユリゴコロ」                         熊澤尚人監督 

「レディinホワイト」（広重役）                    大塚祐吉監督 

「４０万分の１」（中西健治役）                 井上博貴監督 

「劇場版 シグナル 長期未解決事件捜査班」（警察庁幹部役）     橋本一監督 

「ずっと独身でいるつもり？」（公平の父役）         ふくだももこ監督 

 

ド ラ マ 

｢太平記｣ ｢昔みたい｣(準レギュラー)  ｢刑事貴族２｣ ｢西遊記｣                

｢課長 島耕作｣ ｢七曲署捜査一係｣ ｢はみだし刑事情熱系Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ｣                

｢警視庁・女性捜査班｣ ｢はぐれ刑事純情派｣ ｢セミダブル｣  ｢永遠の仔｣      

｢ショムニ｣ ｢タイムレンジャー｣ ｢お前の諭吉が泣いている」｢ハンドク！！｣   

  ｢はるちゃん６｣(伊東役)                         東海テレビ 

 ｢虹色定期便｣(準ﾚｷﾞｭﾗｰ･百合の父役)                      ＮＨＫ教育 
  ｢美女か野獣｣(２話)                                        ＣＸ 
 ｢ファイヤーボーイズ｣(教官役)                                   ＣＸ 
 ｢砂の器｣(刑事役)                                        ＴＢＳ 

 ｢相棒ＰＡＲＴ３｣(ＳＰ役)                                    ＡＮＢ 

月曜ミステリー劇場  ｢沈黙のアリバイ｣(刑務官役) 

   

津  村  和  幸  

＜ツムラ・カズユキ＞ 
           生年月日：１９６０年１月１６日   出  身：栃木県           
          サイズ：１８４cm Ｂ９５cm Ｗ８４cm Ｈ１００cm Ｓ２７.５cm スーツＡ７ 
          趣  味：英会話・サッカー     特  技：乗馬・殺陣            
          資 格 等：普通自動車免許・自動二輪免許 ／ パスポート有り 

  

｢ネタ元｣(中村刑事役)                                    中山史郎監督 

｢自治会長糸井緋芽子～社宅の事件簿⑦～｣(桃山保役)          中山史郎監督 

土曜ワイド劇場｢明智小五郎 VS 金田一耕助｣(ＳＰ役)          ＥＸ 

「特命係長只野仁２００６ＳＰ｣                                 ＡＮＢ 

  ドラマコンプレックス｢５９番目のプロポーズ｣                        ＮＴＶ 

 ｢慶次郎縁側日記Ⅲ｣(同心役)                                 ＮＨＫ 

 ｢いい女｣(宮本役)                                      ＴＢＳ 

 ｢孤独の賭け～愛しき人よ｣(乾潤一郎役)                            ＴＢＳ 

 ｢相棒６｣                                         ＡＮＢ 

 ｢死化粧師エンバンマー間宮心十郎｣                              ＴＸ 

 ｢ロト６で３億２千万円を当てた男｣                             ＡＮＢ 

土曜ワイド劇場｢温泉若おかみの殺人推理⑲｣(塚原仁役)        ＡＮＢ 

 旅チャンネル｢西村京太郎の鉄道ミステリー｣(ﾚｷﾞｭﾗｰ)                ＣＳ 

 ｢風のガーデン｣(３話・ＴＶ解説者役)                             ＣＸ 

ネットドラマ｢プロムクィーン｣(校長役) 

 金曜プレステージ｢奥様は警視総監④｣(富田真治役)                    ＣＸ 

｢結党！老人党｣(高山の秘書官役)             ＷＯＷＯＷ 

｢つばさ｣(編集長役)                        ＮＨＫ 

「龍馬伝」（伏見奉行所役人役）                      ＮＨＫ 

 「逃亡弁護士成田誠」（刑事役）                               ＣＸ 

中国ドラマ「新・亮剣」（篠塚義男役） 

 「相棒９」（１４話 樋村学役）                      ＡＮＢ 

「遺留捜査」（２話 佐川役）                        ＡＮＢ 

「胡桃の部屋」（１話 上司役）                   ＮＨＫ 

「ドン・キホーテ」 （９話・スナックマスター役）                    ＮＴＶ 

「秘密諜報員エリカ」MISSION3                      ＮＴＶ 

「朝ドラ殺人事件」（鎌田役）                     ＮＨＫ 

ＣＳﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ｢特捜最前線×プレイガール 2012｣  

(杉尾貴明役)    東映チャンネル 

「ドクターＸ～外科医・大門未知子～」(1話・脳外の教授役)                     ＥＸ 

「八重の桜」（５話・６話 久世大和守役）             ＮＨＫ 

「ビブリア古書堂の事件手帳」（1 話 田中嘉雄役）            ＣＸ 

「ｄｉｎｎｅｒ」（２話 紳士役）                    ＣＸ 

水曜ミステリー９「刑事長」（富岡正和役）               ＴＸ 

  ｢明日の光をつかめ-2013 夏-｣（舟木和彦役)             東海テレビ 

「POWER GAME」（1 話・3 話・7 話 城崎の父役）         ＮＨＫ-ＢＳ 

 月曜ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ｢北海道警察③人質｣ (神崎信雄役)                    ＴＢＳ 

「ミス・パイロット」（10 話・上司役）                 ＣＸ 

「Ｓ-最後の警官」（3話・4話 警察幹部B役）                             ＴＢＳ 

「ＢＯＲＤＥＲ」（2話 篠田役）                                     ＥＸ 
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「ルーズヴェルト・ゲーム｣(5話・最終話 東洋カメラ役員役)          ＴＢＳ 

「ゼロの真実～監察医・松本真央～」（6話 医師役）                   ＥＸ 
｢ほっとけない魔女たち｣(38 話 幹部 2 役)               東海テレビ 

「すべてがＦになる」（9 話・西之園恭輔役）               ＣＸ 

「問題のあるレストラン」（3 話・大人の男Ｂ役）             ＣＸ 

「花燃ゆ」（8 話・本屋店主役）                  ＮＨＫ 

「デート～恋とはどんなものかしら～」（9 話・面接官Ｂ役）        ＣＸ 

「新・奇跡の動物園」（市役所の担当者・勝田役）             ＣＸ 

｢スケープゴート｣(頭取役)                      ＷＯＷＯＷ 

｢まれ｣ (フレンチレストランオーナー役)             ＮＨＫ 

「図書館戦争」（良化委員会の男役）                ＴＢＳ 

「ラストコップ」（第 4 話 ウエイター役）              Hulu 

「エイジハラスメント」（面接官役）                          ＥＸ 

｢死の臓器｣(第 2・3 話 陳安博役)             ＷＯＷＯＷ 

｢海に降る｣(第 1 話 政府関係者 2 役)             ＷＯＷＯＷ 

「仮面ライダードライブ」（第 43・44話 戸賀間明夫役）              ＥＸ 

「破裂」（映画監督役）                              ＮＨＫ 

「フラジャイル」（第 2 話・部長役）                   ＣＸ 

第 27 回ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞﾔﾝｸﾞｼﾅﾘｵ大賞「超限定能力」（秋山健太郎役）         ＣＸ 
「メガバンク最終決戦」(金融庁幹部 B 役）              ＷＯＷＯＷ 
「臨床犯罪学者 火村英生の推理」( 5 話 喫茶店のマスター役） ＮＴＶ 
「1694から2020へ執念のメダルが輝くとき～日本フェンシング50年の軌跡～」 

（中島寛役） ＮＨＫ 
世にも奇妙な物語‘16 秋の特別編「捨て魔の女（報道局長役      ） ＣＸ 
「ｃｈｅｆ～三ツ星の給食～」 （第 1 話・オーナー役）          ＣＸ 

「メディカルチーム レディ・ダ・ヴィンチの診断」（第 6 話 紀藤恭一役）  ＣＸ 

「ＬＯＶＥ orＮｏｔ」vol.1（第２話・専務役）          ｄｔｖ 

「突然ですが、明日結婚します」（第８話 坂上役）          ＣＸ 

「人は見た目が１００％」（第７話 寺西役）             ＣＸ 

「脳にスマホが埋められた」（第９話・滝川役）           ＮＴＶ 

「明日の約束」（第４話・上司役）小林義則監督                ＣＸ 

「都庁爆破」（消防庁幹部役） 平川雄一朗 監督          ＴＢＳ 

「ＢＧ～身辺警護人～」（１話 管理官役）常廣丈太 監督       ＥＸ 

「デイジー・ラック」（4･5 話 小野和也役）都筑淳一監督     ＮＨＫ 

「特捜ナイン」（８話・三沢義孝役）長谷川康監督         ＥＸ 

「遺留捜査」（３話・徳山博役） 長谷川康監督            ＥＸ 

「ＳＵＩＴＳ」（2話・碓氷役）土方政人監督                 ＣＸ 

「相棒１７」（最終話・秋川教授役）内片輝監督              ＥＸ 

「緊急取調室」（8 話・バーのマスター役）山本大輔監督        ＥＸ 

「刑事 7 人 シーズン 5」（10 話・水沢徹役）及川拓郎監督          ＥＸ 
「ハル～総合商社の女」（３話・佐竹潔役）都築淳一監督     ＴＸ 
「孤独のグルメ８」（１２話・大将役）井川尊史監督       ＴＸ 
「GIRI/HAJI」林善次郎役                  ＢＢＣ 

「破天荒フェニックス」（2 話・川上役）小野浩司監督             ＥＸ 

「テセウスの船」（1 話・岸田聡役）石井康晴監督               ＴＢＳ 

「仮面ライダーアマゾンズ」（第 3 話・4 話 役員役）          Amazon 

「アライブ～がん専門医のカルテ」（5・6 話教授役）高野舞監督  ＣＸ 

「連続殺人鬼カエル男」（5 話・恩田市長役）熊澤尚人監督           ＫＴＶ 

「ファーストラブ」（柳澤役）宮武由衣監督                ＮＨＫ-ＢＳ 

「仮面ライダーゼロワン」（36話・諫の父役）柴崎貴行監督                 ＥＸ 

「赤ひげ３」（１、７話・前田藤庵役）猪原達三監督           ＮＨＫ-ＢＳ 

「七人の秘書」（３話）片山修監督                      ＥＸ 

「やっぱりおしい刑事」（5 話・重田社長役）山本大輔監督      ＮＨＫ-ＢＳ 

「春の呪い」（1 話・柊俊策役）落合正幸監督                 ＴＸ 

「ナイト・ドクター」（5 話・脳外科医の教授役）澤田鎌作監督    ＣＸ 

「推しの王子様」（2 話・白石社長役）木村真人監督         ＣＸ 

「らせんの迷宮～DNA科学捜査～」（3話・学部長役）岩本仁志監督     ＴＸ 

「ゴシップ #彼女が知りたい本当の〇〇」 

（10話・阿万野久二夫役）石川淳一監督   ＣＸ 

「ノンレムの窓」（『カスタマイズ』・山口一役）スミス監督      ＮＴＶ 

「インビジブル」（４話・コンシェルジュ役）棚澤孝義監督       ＴＢＳ 

「純愛ディソナンス」（7話・審査員役）木村真人監督          ＣＸ 

「親愛なる僕へ殺意をこめて」（１話・喫茶店マスター役）松山博昭監督  ＣＸ 

「目の毒すぎる職場のふたり」（18.19 話・ジェレミー役）鯨岡弘識監督  Hulu 
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津  村  和  幸  

＜ツムラ・カズユキ＞ 
              

ビデオ映画 

 ｢獣の領分｣                                   渡辺武監督 

 ｢新・静かなるドン５｣                              鈴木元監督 

 ｢続・広島やくざ戦争｣                              辻裕之監督 

 ｢美悪の華｣                                  中川良平監督 

 

舞  台 

 ｢陽だまりの樹｣                                 杉田成道演出 

 ｢タイタスアンドロニカス｣                      ﾛﾝ･ﾀﾞﾆｴﾙｽﾞ演出 

 ｢不知火検校｣                                  勝新太郎演出 

他多数 

Ｃ  Ｆ 

多数 

 

スチール 
ＮＴＴドコモ「スマートフォン」 
 

バラエティ 
Ｅテレ「大西泰斗の英会話☆定番レシピ」 
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