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同じ
１９５３年４月２３日
京都府
乗馬 スキューバダイビング 殺陣
絵画・陶芸(各地で個展開催) 古美術鑑賞
普通自動車一種 モーターボート

＜受賞歴＞
１９７７年 ゴールデンアロー賞放送新人賞受賞
テレビ大賞新人賞受賞
１９７８年 エランドール賞新人賞受賞
１９７９年 芸術参加作品最優秀賞受賞(NHK「極楽家族」)

＜サイズ＞ 身長 171cm／体重 67kg／靴 25.5cm／血液型Ｂ型
Ｗ81cm／首回 39cm／指輪 13 号／頭 59cm

＜映画＞
1979 年 「神様なぜ愛にも国境があるの」吉松安弘監督 1981 年 「炎のごとく」加藤泰監督
1987 年 「湘南爆走族」山田大樹監督
1988 年 「死線を越えて 賀川豊彦物語」山田典吾監督
1992 年 「当選確実」石川均監督
2000 年 「ガラスの脳」中田秀夫監督
2005 年 「男前 日本一の画家になったる」市川徹監督
2007 年 「ケータイ刑事 THE MOVIE2 」田沢幸治監督
「包帯クラブ」堤幸彦監督
2008 年 「春色のスープ」瀬木直貴監督
2011 年 「ケータイ刑事 THE MOVIE3 」安藤尋監督
2012 年「富士見二丁目交響楽団シリーズ 寒冷前線コンダクター」金田敬監督
2013 年「
『また、必ず会おう』と誰もが言った。
」古厩智之監督
2014 年「チームバチスタ FINAL ケルベロスの肖像」星野和成監督 ｢いのちのコール｣ 蛯原やすゆき監督
2015 年 「劇場版 びったれ!!!」金田敬監督
2016 年 「縁」堀内博志監督 「テラフォーマーズ」三池崇史監督 「嫌な女」黒木瞳監督
「アズミ・ハルコは行方不明」松居大悟監督
2020 年 「嘘八百 京町ロワイヤル」武正晴監督「窮鼠はチーズの夢を見る」行定勲監督 「瞽女」瀧澤正治監督
「オレたち応援屋!!」竹本聡志監督
2021 年 「いのちの停車場」成島出監督 「総理の夫」河合勇人監督 「メイド・イン・ヘヴン」丹野雅仁監督

＜映画・吹き替え＞
1979 年 「ウエスト・サイド物語」
（トニー役）
・1980 年 「エレファント・マン」
（ジョン・メリック役）
2011 年 ｢ハイブリッド刑事｣

＜テレビドラマ＞
ＮＨＫ ｢極楽家族｣ ｢草燃える｣（源義経 役）「ぴあの」 ｢チャレンジド｣「ウェルかめ」｢平清盛｣ 「八重の桜」
「家で死ぬということ」
「島の先生」
（レギュラー）
「ガラスの家」
（レギュラー）
「実験刑事トトリ２」２話
「ボーダーライン」1,2,4 話 「マッサン」
「鬼と呼ばれた男～松永安左ェ門」「ちかえもん」
（５，６話）
N スペ未解決事件 File.05 「ロッキード事件」
「夏目漱石の妻」２話 「みをつくし料理帖」
（レギュラー）
「西郷どん」
（近衛忠煕 役）
「麒麟がくる」
（細川晴元 役）ドラマ 10「ドリームチーム」
（5 話~）
「今ここにある危機とぼくの好感度について」
（1,2 話）
ＮＴＶ ｢いのちの絶唱」「空は七つの恋の色」「愛のトロフィー」「婦警候補生誕生」｢白虎隊｣ ｢田原坂｣
｢長七郎江戸日記 第 3 シリーズ｣ ｢勝海舟｣ 火曜サスペンス劇場「博多長崎殺人行」｢わが町IX｣
｢刑事・鬼貫八郎 8｣｢警部補・佃次郎21｣「トクボウ 」５話「増山超能力師事務所」９話
ＴＢＳ 「岸辺のアルバム」｢赤い絆｣「赤い激突」「噂の刑事トミーとマツ」「噂の刑事トミーとマツⅡ」
「待っているだけ」
「おふくろの味」
「関ヶ原」
「ぼくらの時代」｢ふぞろいの林檎たちⅠ～Ⅳ｣
「婦警さんは魔女」
「不良少女とよばれて」
「赤い秘密」
「赤い疑惑」｢ポニーテールはふり向かない｣
「おんな風林火山」
「徳川家康」
「京都夏祭り殺人事件」
「カミングホーム」
「新キッズ・ウォー」
「流星の絆」
（矢崎信郎 役）
「官僚たちの夏」
（前園通産事務次官 役）
「捜し屋★諸星光介が走る!5」
「遺品整理人 谷崎藍子Ⅱ」
「南極大陸」(レギュラー) 「ビギナーズ！！」
（レギュラー）
「TAKE FIVE」1 話
「水戸黄門 37・40 部」
「潜入探偵トカゲ」3 話「制服捜査」
「Dr.DMAT」８話「表参道高校合唱部！」６話
「ママとパパが生きる理由。
」
（ﾚｷﾞｭﾗｰ）
「99.9 ｼﾘｰｽﾞ 1」2 話「仰げば尊し」1 話「アンナチュラル」10 話
「プロミス・シンデレラ」7 話 他

Ｃ Ｘ 「家族サーカス」「新吾十番勝負シリーズ」「スタア誕生」
「白バイ野郎トミー＆マツ」
「十津川刑事の肖像４」
｢フリーター、家を買う。SP｣ 「毒姫とわたし」(レギュラー) 「小京都連続殺人事件」
「黒の滑走路３」
「更生人・土門恭介の再犯ファイル」｢事件屋稼業２｣ ｢女医・倉石祥子３｣「キャビンアテンダント刑事」
「聖母・聖美物語」
「HEAT」
（２話～）
「キャリア」10 話 「爽快 TV スカッとジャパン」 他
ＡＮＢ 「必殺仕置屋稼業」
「はぐれ刑事純情派 17～18」｢法医学教室の事件ファイル７」｢天才刑事・野呂盆六Ⅳ｣
「メイド刑事」
「事件 13」
「４姉妹探偵団」
「柳生一族の陰謀」
「京都地検の女７」｢温泉マル秘大作戦！10｣
｢ヤメ検の女５｣「新おみやさん」｢終着駅の牛尾刑事 VS 事件記者 冴子10」
「東京駅お忘れ物預り所 5」
「捜査地図の女」
「東京駅お忘れ物預り所 5」
「警視庁捜査一課９係」⑦7 話,⑩5 話「スペシャリスト 3」
「科捜研の女 2015」
「監察官・羽生宗一シリーズ」
「タクシードライバーの推理日誌 37」
「相棒 14」最終話
「叡古教授の事件簿」
「おかしな刑事 14」
「動物戦隊ジュウオウジャー」
（42 話～）｢トラベルミステリー68｣

ＡＮＢ 「しんがん」「ハゲタカ」１話 「リーガルⅤ」６・７話 「予告殺人」 ドラマスペシャル「陰陽師」
ドラマスペシャル「家栽の人」シリーズ 「欠点だらけの刑事２」 他
ＹＴＶ ｢怒れ兄弟！｣「花ちりめん」「失楽園」
Ｔ Ｘ ｢刑事吉永誠一 涙の事件簿 8｣「華岡万里子の事件簿⑥」「刑事長」「みちのく麺食い記者 宮沢賢一郎３」
「模倣犯」
「冬芽の人」
「執事 西園寺の名推理」８話「絶メシロード 元旦 SP」
BS スカパー 「破門」最終話
BS‐TBS 「ケータイ刑事 銭形雷 1st シリーズ」
「水戸黄門２」１・９話
BS フジ 「クイズ！脳ベル SHOW」
（2017.2.15～2.16）
BS プレミアム 「花咲くあした」
（2014 年 1 月～） 「神谷玄次郎捕物控２」８話 「立花登青春手控え 2」８話
プレミアムドラマ「男の操」
（全 7 話）
「幕末グルメ ブシメシ！２」
（レギュラー）
ＴＶＫ
「希望の翼～あの時、ぼくらは１３歳だった」
「びったれ!!!」
（レギュラー）
ＭＢＳ 「桜咲くまで」
「愛の産科」
テレビ山梨
山梨放送開局 60 周年記念ドラマ「カミナリ☆ワイナリー」
ＢＳジャパン 松本清張ミステリー時代劇「町の島帰り」
（１２話） 池波正太郎時代劇「光と影」11 話
ＷＯＷＯＷ 連続ドラマＷ「沈黙法廷」1･3 話

＜バラエティー・その他＞
ＮＨＫ 「スタジオパークからこんにちは」「ぐるっと関西おひるまえ」「新銀河紀行～驚異の地球文明～」
ＮＴＶ ｢未来創造堂｣｢ぶらり途中下車の旅｣ ｢踊る！さんま御殿！！｣「誰だって波瀾爆笑」（2015.4.5） 他
ＴＢＳ ｢関口宏の東京フレンドパークⅡ｣ ｢奇跡ゲッターブットバース！！スペシャル｣（娘自慢企画） 他
Ｃ Ｘ 土曜プレミアム「さんま&くりぃむの第 8 回芸能界(秘)個人情報グランプリ｣ 他
Ｔ Ｘ ｢開運！なんでも鑑定団｣ ｢いい旅・夢気分｣ ｢田舎に泊まろう！｣ ｢土曜スペシャル｣ ｢レディス４｣他
BS 朝日 「極上空間」（2012.5.26 松崎しげるさんと）
BSＴＢＳ 「それがしりたい～ニッポンおもしろいネ～」(浅草さんぽ、築地・月島・佃さんぽ)
BSJAPAN 火曜スペシャル「～時代劇がもっと楽しくなる～大江戸ゼミナール」（2015.4.21～ メイン MC）
「出発！気ままに趣味旅」
（2015.12.21） 「開運!なんでも鑑定団 極上!お宝サロン」(2016.5/19,5/26)
ＫＴＶ
「よ～いドン！」
（2014.9.11）
テレビ埼玉 「片山右京の０２POSITION」
（2013.7.19）

＜舞台＞

2014 年
2019 年

｢夫婦纏い｣ ｢風流深川唄｣ ｢文乃助茶屋｣ ｢新橋つきじ川｣ ｢新刀化粧｣ ｢おさん茂兵衛｣
ミュージカル｢ブラットブラザーズ｣ ｢見えない橋｣ ｢素晴らしい家族旅行｣ ｢吉原炎上｣ ｢化粧花｣
｢京舞｣ ｢都大路謎の花くらべ｣ ｢阿修羅のごとく｣ ｢天璋院篤姫｣
大阪松竹座公演「道頓堀パラダイス～夢の道頓堀レビュー誕生物語～」
（2014.9.13～9.24）
明治座ももクロ一座特別公演「大江戸娯楽活劇 姫はくノ一」
（2019.8.17～2019.8.26）

＜ラジオ＞
ＮＨＫＦＭ
TOKYOFM

＜出版＞

ＦＭシアター「つづれ織り」 「眠れない貴女へ」
「あなたがいる場所」
「あなたに似た自画像」
「異人たちとの夏」前編・後編 「ものがたる機械」
「あ、安部礼司 -BEYOND THE AVERAGE-」(2012.6.17 松崎しげるさんと)
｢風吹く街角｣（エッセイ）
｢国広富之絵画作品集｣（画集）｢鍵と孔 国広富之絵画集｣（画集）

＜雑誌＞ 週刊朝日 5/20 号「親子のカタチ」(対談)
女性自身 2017/10/17 発売号「国広富之 64 歳 "画家の顔"」

＜公式ホームページ http://www.tomiyuki-kunihiro.com/＞
＜公認ファンクラブサイト http://www.tomiyuki-kunihiro.net/＞

有限会社 髙岡事務所

担当：髙岡 暘子

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-24-7 ルネ御苑プラザ 612 号
TEL：03-3353-0568／FAX：03-5367-0845／HP：http://www.takaoka-office.com/

