
 
 
 
 
 

 
 
 
  

最 新 情 報 

 

2017 TX 「絶狼 －ＺＥＲＯ-DRAGON BLOOD-」 1 話 
2017 NTV 「男水！」 レギュラー 
2017 WOWOW 日曜ｵﾘｼﾞﾅﾙﾄﾞﾗﾏ「連続ドラマ W ヒトヤノトゲ～獄の棘～」 
2017 読売テレビ 「増山超能力師事務所」 8 話 
2017 CX 日曜スペシャル 「炎の経営者」 
2017 TBS 月曜名作劇場 「新・十津川警部シリーズ 2」 
2017 CX 「櫻子さんの足下には死体が埋まっている」 3 話 
2017 EX 木曜ミステリー2 時間スペシャル 「科捜研の女」 
2017 NHK 大河ドラマ 「おんな城主直虎」 第 45・46・47 回 
2017 WOWOW 連続ドラマＷ 「名刺ゲーム」 レギュラー 
2017 ＲＫＢ毎日放送 福岡♥台湾ドラマ「忘れてしまう前に想い出してほしい」 
2018 TX  木ドラ 25 「モブサイコ 100」 レギュラー 
2018 ＴＢＳ 月曜名作劇場「ﾐｽﾃﾘｰ作家 朝比奈耕作シリーズ 鳥啼村の惨劇」 
2018  ＪＣＯＭプレミアムチャンネル 「記憶」 全 12 話 
2018  ＮＴＶ 土曜ドラマ「Miss デビル 人事の悪魔・椿眞子」レギュラー 
2018  ＫＴＶ/ＣＸ 「シグナル 長期未解決事件捜査班」３・４話 
2018  TVO 12 人の名優×菊川女将“台本なし”恋愛ドラマ” 「役者ダマシイ」 11 話 
2018  NHK ミステリースペシャル『満願』３夜連続 第 1 夜「万灯」 
2018 ＭＢＳ・ＴＢＳ 「マジで航海してます。～Second Season～ 」  
2018  メーテレ開局 55 周年記念ドラマ 「乱反射」 
2018  WOWOW 連続ドラマＷ 「真犯人」 レギュラー  
2018  TBS 日曜劇場 「下町ロケット  第 2 章ヤタガラス編」 レギュラー 
2019  TBS×Paravi スペシャルドラマ「新しい王様」レギュラー 
2019  NHK BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ“ﾊｲﾃｸ×時代劇制作の舞台裏”ﾄﾞﾗﾏ「スローな武士にしてくれ」 
2019  EX ドラマスペシャル 「死命 ～刑事のタイムリミット～ 」  
2019 EX テレビ朝日開局 60 周年記念 5 夜連続ドラマスぺシャル「白い巨塔」 
2019 TBS 日曜劇場「集団左遷!!」 7 話 
2019 東海テレビ・CX 「背徳の夜食  ～背脂ラーメン編～」  
2019  NHK ドラマ 10 「これは経費で落ちません!」 レギュラー 
2019  WOWOW 連続ドラマＷ 「トップリーグ」1 話 
2019  EX 木曜ドラマ 「ドクターX ～外科医・大門未知子～ 」 2 話 
2020 YTV・NTV 「シロでもクロない世界で、パンダは笑う。」 2 話 
2020 TBS 「恋はつづくよどこまでも」8・9 話 
2020 ＴＸ ドラマ 25「絶メシロード」 12 話（最終回） 
2020 EX 「特捜 9 Season3」 1 話 
2020 NTV 「美食探偵 明智五郎」 2 話・6 話・9 話(最終話) 
2020 CX ｢アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋｣ 7 話 
2020 TBS 火曜ドラマ 「この恋あたためますか」 7 話 
2020 ＮＨＫ BS ﾌﾟﾚﾐｱﾑ・BS4Ｋ BS 時代劇「明治開化 新十郎探偵帖」 1 話 
2021 TBS 新春ドラマスペシャル「逃げるは恥だが役に立つ」 
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■テレビドラマ 
2013～ NHK Ｅテレ 「さんすう刑事ゼロ」 
 

2016 NHK 正月時代劇 「吉原裏同心 ～新春吉原の大火～」 
2016 TX 金曜 8 時のドラマ「警視庁ゼロ係 ～生活安全課なんでも相談室～」3 話 
2016 全国 12 局ネット順次ＯＡ中スペシャルドラマ 「猫侍 玉之丞 江戸へ行く」 
2016 ＮＨＫBS プレミアム 特集ドラマ「クロスロード」 レギュラー 
2016  CX  「ナオミとカナコ」 ９・１０話 
2016  ＴＸ  水曜ミステリー9 「犯罪科学分析室 電子の標的 2」 
2016  テレビ西日本 「ガチ星」 (全 4 話) 
2016  EX  木曜ドラマ 「グッドパートナー 無敵の弁護士」 第 2 話 
2016  WOWOW 開局２５周年記念 連続ドラマＷ 「沈まぬ太陽」第 1 部 
2016  TBS 日曜劇場 「９９．９―刑事専門弁護士―」 ５話 
2016  EX  「仮面ライダーゴースト」 第 31 話・第 32 話 
2016  EX  「刑事 7 人」 第 3 話 
2016  NHK 連続テレビ小説 「とと姉ちゃん」 19 週 
2016  CX  「ＯＮ 異常犯罪捜査官 藤堂比奈子」第６・７話 
2016  TX  金曜 8 時のドラマ「ヤッさん～築地発! おいしい事件簿」 第５話 
2016  NTV 「家売るオンナ」 第 7 話 
2016 BS ﾌｼﾞ 「ＢＡＲ レモン・ハート season2」 第 2 話～鬼検事のけじめ 
2016  CX  金曜プレミアム「誘拐ミステリー超傑作 法月綸太郎 一の悲劇」  
2016  TBS 火曜ドラマ 「逃げるは恥だが役に立つ」 レギュラー 
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■舞台 
2018 劇団 TEAM-ODAC 第 28 回本公演 「猫と犬と約束の燈(再演) （草月ホール） 脚本・演出/ 笠原哲平 
2018 神宮前プロデュース×UNCUT 公演 「私に会いに来て」 (映画『殺人の追憶』原作)  (サンモールスタジオ) 演出/ 高橋いさを 
2018 第 20 回下町ダニーローズ公演 立川志らくプレゼンツ 「人形島同窓会」 (下北沢小劇場Ｂ1)  作・演出/ 立川志らく 
2018 サンモールスタジオ選定賞 2015 最優秀脚本賞受賞作 チーズ theater 第 5 回本公演 「川辺市子のために」  作・演出/ 戸田彬弘 
2018 Orega Presents Vol.01 「―初恋 2018」 (東京芸術劇場シアターウエスト ほか)  作/ 土田英生 潤色/ 横山拓也  演出/ 大江祥彦 
2018 cinèma live vol.46 「THE ＴＲＵＴＨ ＯＦ ＰＡＬＭ ～blow in the wind～」 （花まる学習王子小劇場） 脚本・演出/ ｍＡｓａ 
2019 東根作寿英俳優生活 30 周年記念公演 「Boss&Police～ｶﾞｹﾃﾞｶ後藤誠一郎～」 (CBGK ｼﾌﾞｹﾞｷ!!) 脚本/福島ｶﾂｼｹﾞ 演出/大歳倫弘(ヨーロッパ企画) 
2019 劇団 TEAM-ODAC 第 31 回本公演 「浮遊する fit しない者達」 （俳優座劇場） 脚本・演出/ 笠原哲平 
2019 「天狗 on the ＲＡＤＩＯ」(東京芸術劇場シアターウエスト)  作・演出/ 大浜直樹 
2019 第 21 回下町ダニーローズ公演 「不幸の正義の味方」（サンモールスタジオ）  作・演出/ 立川志らく 
2019 方南ぐみ企画公演 朗読劇 「青空」 （三越劇場）  作・演出/ 樫田正剛 
2019 「上にいきたくないデパート」 （三越劇場）  脚本・演出/ 岸本鮎佳  
2019 「タクシードライバー」 （中目黒キンケロ・シアター）    演出/藤重政孝 
2020 Monkey Works Vol.04 「グッバイ・エイリアン」 (草月ホール)   脚本/木下半太(劇団ニコルソンズ)  脚色・演出/ 笠原哲平 
2020 PARCO 劇場オープニング・シリーズ 「チョコレート ドーナツ」 (PARCO 劇場 ほか) 演出/宮本亜門 
 

■広告  2016.2 月～2017.3 日本コカ・コーラ 「からだすこやか茶Ｗ」 
  2016.5 月      ケンタッキー・フライド・チキン「岩塩チキン」 
■WEB ムービー  2013～2015   白十字「父と娘の救急箱」篇 
  2014～2015   あきゅらいず美養品 スキンケアバラエティ『すはだの学校』TV 
  2016～2017   「Rakuten Super LIVE TV」  

  2017～ 家樹「家系図作成ショートムービー 結婚前夜・父からの贈りもの」 
■配信  2020～ ＶＩＳＩＯＮ (ＬＩＮＥ NEWS 動画プロジェクト) 「私たちも伊藤万理華ですが。」 

 

  

■映 画 
2002 監督/森田芳光 「模倣犯」 
2002 監督/北野武 「Dolls」 
2003 監督/行定勲 「ＯＰＥＮ ＨＯＵＳＥ」 松竹 
2004 監督/落合正幸 「感染」 
2005 監督/行定勲 「北の零年」 東映 
2005 監督/成島出 「フライ,ダディ,フライ」 
2005 監督/君塚良一 「容疑者 室井慎次」 
2007 監督/陣内孝則 「スマイル 聖夜の奇跡」 東宝 
2008 監督/タナダユキ 「百万円と苦虫女」 
2009 監督/木村大作 「劒岳 点の記」 
2009 監督/犬童一心 「ゼロの焦点」 
2010 監督/李 相 日 「悪人」 
2010 監督/佐藤純彌 「桜田門外ノ変」 東映 
2011 監督/曽利文彦 「あしたのジョー」 東宝 
2011 監督/佐藤嗣麻子 「アンフェア the answer」 東宝 
2012 監督/瀧本智行 「はやぶさ 遥かなる帰還」 東映 
2012 監督/五藤利弘 「鐘楼のふたり」 
 富士山・河口湖映画祭第４回ｼﾅﾘｵｺﾝｸｰﾙ･ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ作品 
2012 監督/五藤利弘 「フェルメールの憂鬱」 
2013 監督/矢城潤一 「ばななとグローブと    （画：ジンベエザメ）」  
2013 監督/戸田幸宏 「暗闇から手をのばせ」 
2014 監督/木村大作 「春を背負って」 
2014 監督/熊切和嘉 「私の男」 
2014 監督/成島出 「ふしぎな岬の物語」 
2014 監督/西田征史 「小野寺の弟 小野寺の姉」 
2015 監督/小林聖太郎 「マエストロ！」  
2015  脚本・監督/外川桂 「再生～霊峰富士に抱かれて～」  

第８回富士山・河口湖映画祭 第７回ｼﾅﾘｵｺﾝｸｰﾙ・グランプリ受賞作 

2015  監督/松尾スズキ 「ジヌよさらば ～かむろば村へ～」  
2016 総監督/庵野秀明 「シン・ゴジラ」  
2016 監督/山口雅俊 「闇金ウシジマくん ザ・ファイナル」 
2016  監督/佐藤リョウ 「TOKYO CITY GIRL2016 

           あなたの記憶を、私はまだ知らない」  
2017 監督/降旗康男 「追憶」  
2017  監督/岸善洋 「あゝ、荒野」 前編・後編 
2017 監督/五藤利弘 「レミングスの夏」  
2017  監督/杉山嘉一 「ＣＡＧＥ」  
2017 監督/神酒大亮 大田区区文化振興協会 30 周年記念作品 「大舞台は頂いた!」 

2018 監督/犬童一利 「きらきら眼鏡」 
2018 監督/富澤昭文 「ノーマーク爆牌党」 
2019 監督/江口カン 「ザ・ファブル」 
2019 監督/向井宗敏 芦屋で映画を作ろう第 4 弾 「時々もみじ色」 
2019 監督/大木萌 「漫画誕生」 
2019 監督/瀬々敬久 「楽園」 
 

■受 賞 １９９５年国立演芸花形演芸会花形演芸大賞銀賞受賞 

 １９９６年東京スポーツ映画大賞助演男優賞受賞 北野武監督「キッズリターン」 

 
 

■一人コント 「僕の一人コント集」 渋谷ジャンジャン・「劇」小劇場・駅前劇場 他 
 「モロ噺」 
 「MORO MOROOKA 2012 LIVE  COME COME EVERYBODY！」 夏祭り/秋祭り/収穫祭 

 「MORO MOROOKA 新春恒例初笑い演芸会」 
 「還暦イヤー記念ライブ 芸歴大体 40 年 モロ師岡大全集」 

 

モロ師岡 


