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Profile 
Date of birth 1978/2/4 
Coming  愛知県 
Size Height 182cm  Shoes 27.5cm   Breast 92cm  Waist 72cm  Hip 88cm  
Specialty    ギター 
Hobby  ＤＪ・剣道・バスケットボール  
 

MOVIE 
2004 松竹 「釣りバカ日誌 15 ハマちゃんに明日はない!?」 監督：朝原雄三 
2005 東映 「劇場版 仮面ライダー響鬼と 7 人の戦鬼」  監督：坂本太郎 
2006 COMSTOCK ｢ＴＡＫＩ１８３」    脚本：一色伸幸 監督： 小林正樹 
2007 ﾓﾌﾞｼﾈﾏﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ「キャラウェイ」  監督：日高尚人 
2007 東映 「劇場版 仮面ライダー電王 ～俺、誕生!～」  監督：長石多可男 
2009 ｱｽﾐｯｸ･ｴｰｽ「ヘブンズ・ドア」 監督：マイケル・アリアス 
2010 東宝「踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ！」 監督：本広克行 
2012 筑西映画「またいつか夏に。」 監督：土屋哲彦 
2013 クロックワークス 「アラグレ」 監督：権野 元 
2013 東宝 「脳男」      監督：瀧本智行 
2013 東映 ｢仮面ライダー×仮面ライダー  鎧武(ガイム)＆ウィザード 天下分け目の戦国 MOVIE 大作戦」 監督：出崎竜太 
2014 クロックワークス「アラグレ II  ROPPONGI v.s. SHIBUYA 」 監督：権野 元 
 

BIOGRAPHY 

TV-DRAMA 
1999 ANB  「京都迷宮案内」 
2000 NHK 連続テレビ小説「私の青空」 
2000 ANB  「相棒」 
2002 TBS  「こちら本池上署」 
2003 MBS ドラマ 30「ショコラ」 
2005 EX  ｢仮面ライダー響鬼」 レギュラー・轟鬼役 
2006 CX  「偽りの花園」 
2006  TX ドラマ 24「下北 GRORYDAYS」 4 話・5 話 
2007 CS ｢戦場のガールズライフ」 レギュラー 
2008 BS11 デジタル 「釣り、ときどき酒」 
2009  EX ｢仮面ライダー ディケイド 響鬼の世界」篇 
2009  EX ｢相棒 Season Eight」 第 3 話 
 

STAGE 

1999 「Ｎ．Ｇ．」 下北沢ザ・スズナリ 演出：得丸信二 
1999 「夢の女」 シアタートラム 演出：松本修 
2000 ＭＯＤＥ「三人姉妹」 世田谷パブリックシアター 演出：松本修 
2002 「屋上の人」  下北沢ザ・スズナリ 演出：松本修 
2003 「ゼロの神話」 下北沢ザ・スズナリ 演出：松本修 
2006 orega challenge vol.1「初仕事納め」(第 16 回ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞﾔﾝｸﾞｼﾅﾘｵ大賞受賞) 新国立劇場小劇場 作：金子茂樹 演出：大江祥彦 
2008 orega challenge vol.2「岡本でございます!」 新宿 THEATER TOPS        作：池田真一 演出：石山英憲 
2008 Air studio Spring Stage『戦後６２年を飛び越えて ～特攻隊の物語～「オサエロ」』 新宿全労災ﾎｰﾙ/ｽﾍﾟｰｽ･ｾﾞﾛ    作/演出：藤森一朗 
2008 水木英昭ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ Vol.7｢眠れぬ夜のﾎﾝｷｰﾄﾝｸﾌﾞﾙｰｽ完結編～ﾎｽﾄ参上～｣ 新宿 ｼｱﾀｰｻﾝﾓｰﾙ   作：松田環   演出：水木英昭/佐藤浩之 
2009 orega challenge vol.4「夏の穴」 青山円形劇場・津山文化センター   作：池田真一 演出：西村雅彦/大木玉樹 
2010 ＭＯＤＥ「女殺油地獄」 笹塚ファクトリー 演出：松本修 
2011 ROCK ミュージカル「ピンク スパイダー」 東京グローブ座 他 地方公演  演出：荻田浩一  音楽監督：ＩＮＡ 
2012 「菊次郎とさき」  シアター1010・ルテアトル銀座 他 地方公演  原作：ビートたけし 脚本：輿水泰弘 演出：石橋 冠 
2015 1 月新春初笑い!「菊次郎とさき ～北野家の逆転!?金メダル狂想曲!～」 シアター1010・EX シアター六本木 他 地方公演  
    原作：ビートたけし    脚本：輿水泰弘 演出：石橋 冠/寺﨑秀臣 
2015 Doris＆Orega Paradise 「Walk oN！」 東京芸術劇場ｼｱﾀｰｳｴｽﾄ ほか  脚本：天乃純  演出：西村雅彦・大木玉樹 
2015 スケルトンカラーＶｏｌ.1「さくら山荘こけら落とし」 中野テアトル BONBON  脚本：橋本二十四 演出：大江祥彦 
2016 演劇レニウォン トップガールズと仲間たち 「ＬＡ FACTURE ～人生の請求書～」 赤坂レッドシアター     
    作：フランソワーズ・ドラン   翻訳:梅田晴夫  潤色:白樹 栞   上演台本・演出:山上 優 
2016 「Ｈｏｎｇａｎｊｉ リターンズ」 明治座  演出 ウォーリー木下  

2017.3/16-3/20  錦織一清ＱＴプロジェクト公演 Vol.３ 痛快!人情時代劇 「三太 かわら版売り」 脚色演出 錦織一清  
 
 

 

ＣＭ 
2010～2011   ソーラーフロンティア 
2010   チヨダ バイオフィッター・スタイリッシュ for men 
2012～2014   カタログ アウトドアワークウェア「LIPNER」 
2016    花王 サクセス 「サクセスシャンプー 髪まとまるタイプ」 
 
 

 

川口真五 Shingo KAWAGUCHI 

ＥＶＥＮＴ 
2016.4.9  よみがえる戦国歴史絵巻 第 45 回 「信玄公祭り」 山本勘助役 

2013  WOWOW 連続ドラマＷ「震える牛」第 3 話 
2013  EX ｢仮面ライダー ウィザード｣ 46 話～50 話 
2014  WOWOW 連続ドラマＷ「地の塩」３話・４話 
2014  TX 金曜 8 時のドラマ「マルホの女 保険犯罪調査員」3 話 
2014  TX 水曜ミステリー9 「刑事の十字架」 
2014  CX 金曜プレステージ「十津川捜査班 9 十津川警部『故郷』」
  
2015  TX 水曜ミステリー9 「黒星警部の密室捜査」 
2016 WOWOW 開局２５周年記念 連続ドラマＷ「沈まぬ太陽」第 2 部 9 話 

原作： 保志忠彦 

脚本： 斎藤栄作 

演出： ウォーリー木下 

出演： 陣内孝則 壮一帆 諸星和己 市川九團次 ほか 


