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生年月日/ 1960 年 12 月 12 日 

出身地/ 富山県 

趣 味/ 裏道散策  ボウリング  写真 

サイズ/ 身長・・178cm  体重・・随時変動   B・・91cm   W・・87～90cm   H・・93 cm   靴のサイズ・・26.5cm   

  

舞 台 ■2011-12  三谷幸喜大感謝祭 「90 ミニッツ」 (パルコ劇場/大阪 シアター・ドラマシティ  他)    作・演出/三谷幸喜 

  ■2012 Doris&Orega Collection Vol.6 「地球の王様」 (北千住ｼｱﾀｰ 1010/紀伊國屋ｻｻﾞﾝｼｱﾀｰ 他)  作/金子茂樹  演出/若松節朗 

  ■2013 Doris&Orega Collection Vol.7「ﾌﾞﾗｻﾞｰﾌﾞﾗｻﾞｰ」(ｼｱﾀｰ 1010/紀伊國屋ｻｻﾞﾝｼｱﾀｰ 他) 作/川上徹也  演出/中谷直哉 (ﾃﾚﾋﾞﾏﾝﾕﾆｵﾝ) 

   ■2015 「めんたいぴりり 博多座版」 (博多座) 原作/東憲司  脚本/中島敦彦  演出/Ｇ2 

   ■2015 Doris&Orega Paradise「Walk oN! ～さあ、新しいキミに会いに行こう～」(東京芸術劇場ｼｱﾀｰｳｴｽﾄ 他)  作/天乃純 演出/西村雅彦・大木玉樹 

   ■2016 明治座 5 月公演「御宿かわせみ」  原作/平岩弓枝   演出/Ｇ2 

 

<ｵｰｹｽﾄﾗ> ■2011 オーケストラ・アンサンブル金沢 定期公演 ヘンデル・ガラコンサート 「神々しき調べ」 語り手 

   9/17 石川県立音楽堂ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ  9/22 愛知県芸術劇場ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ  9/23 ザ・シンフォニーホール（大阪）  

  ■2013 オーケストラ・アンサンブル金沢  「ベートーヴェンと三人の女たち」 弦楽四重奏ｵｰｹｽﾄﾗ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ金沢ﾒﾝﾊﾞｰ   語り手 

 石川県立音楽堂ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ ・高岡市生涯学習ｾﾝﾀｰﾎｰﾙ ・広島 はつかいち文化ﾎｰﾙさくらぴあ ・ひこね市文化ﾌﾟﾗｻﾞ ・兵庫県いたみﾎｰﾙ 他 

   ■2014 東京芸術劇場シアターオペラ vol.7  J.シュトラウス喜歌劇 「こうもり」 全幕   石川県立音楽堂・東京芸術劇場コンサートホール 

   ■2015 西村雅彦 with ｵｰｹｽﾄﾗ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ金沢弦楽四重奏 「ベートーヴェンと三人の女たち」 ｻﾝﾎﾟｰﾄﾎｰﾙ高松 ﾘｰﾃﾞﾝﾛｰｽﾞ大ﾎｰﾙ (広島) 

 

<朗読> ■2014 乃木神社 「神楽の夕べ ～夏至祭～」 古事記 

  

 

《最近の出演作品》 

映 画 ■2010 東映 「桜田門外ノ変」     監督： 佐藤純彌 

 ■2010 松竹 「武士の家計簿」     監督： 森田芳光 

 ■2011 東映 「ジーン・ワルツ」     監督： 大谷健太郎 

 ■2011 フェイス・トゥ・フェイス／リベロ  「スイッチを押すとき」  監督： 中島良 

 ■2011 ティ・ジョイ  「ラーメン侍」     監督： 瀬木直貴    

 ■2011 松竹 「ＲＡＩＬＷＡＹＳ  愛を伝えられない大人たちへ」  監督： 蔵方政俊 

 ■2012 東京テアトル 「ウタヒメ 彼女たちのスモーク・オン・ザ・ウォーター」 監督： 星田良子 

 ■2012 全国東宝系 「宇宙兄弟」     監督： 森義隆  

 ■2012 東宝  「のぼうの城」     監督： 犬童一心/樋口真嗣  ■2013 松竹  山田洋次監督 50 周年プロジェクト 「東京家族」  監督： 山田洋次 

 ■2013 東映  「草原の椅子」   原作：宮本 輝 監督： 成島 出 

 ■2013 東宝  スタジオジブリ作品 「風立ちぬ」 (声の出演 )  監督： 宮崎駿 

 ■2014 松竹  「超高速！参勤交代」     監督： 本木克英 

 ■2014 東宝  「クローバー」  監督： 古澤 健  

 ■2016 松竹  「家族はつらいよ」   監督： 山田洋次 

 ■2016 松竹  「殿、利息でござる！」  監督： 中村義洋 

 ■2016 松竹  「超高速！参勤交代リターンズ」 監督： 本木克英  

 

 

テレビ ■2014 YTV  読売テレビ 開局５５年記念ドラマ 玉岡かおる原作 「お家さん」 

  ■2014 CX 「ビター・ブラッド」 ６話 ・10 話 

 ■2014 EX   「ＴＥＡＭ ～警視庁特別犯罪捜査本部」 ７話    

  ■2014 CX ＳＭＡＰ×ＦＮＳ２７時間テレビ 「俺たちに明日はある」 

 ■2014 EX   ドラマスペシャル「遺留捜査」第 2 弾  「遺留捜査」第 3 弾   

 ■2014 CX   スペシャルドラマ「アウトバーン～ ○暴 の女刑事 八神瑛子～」  

 ■2014 読売テレビ/NTV  プラチナイト 「ビンタ！ ～弁護士事務員ミノワが愛で解決します～」 

 ■2015 ＴＸ テレビ東京開局 50 周年特別企画 新春ワイド劇場「大江戸捜査網 2015 ～隠密同心、悪を斬る！」 

 ■2015 EX   木曜ミステリー 「出入禁止の女 ～事件記者クロガネ」 １話 

 ■2015 EX 水曜ミステリー9 夏樹静子サスペンス「逆転弁護士ヤブハラ 証言拒否」  

 ■2015 CX 赤と黒のゲキジョー 「三面記事の女たち ～愛の巣～」 

 ■2015 TX 水曜ミステリー9 春の特選サスペンス 「事故調」  

 ■2015 TBS 月曜ゴールデン 「駅弁刑事 9」 

 ■2015 ＴＸ 水曜ミステリー9「犯罪科学分析室 電子の標的」  

 ■2015 ＥＸ ドラマスペシャル「遺留捜査」 

 ■2016 ＮＨＫ 大河ドラマ 「真田丸」 

 ■2016 NHK BS プレミアム 「クロスロード」(全 6 回)   

 ■2016 ＴＸ 水曜ミステリー9「犯罪科学分析室 電子の標的 2」 

 ■2016 ＴＸ 金曜８時のドラマ 「 ドクター調査班～医療事故の闇を暴け～ 」 １話   

 ■2016 ＴＸ テレビ東京 水曜ミステリー9 「諏訪のスゴ腕警察医 2」 

 

BeeＴＶ ■配信中 「電撃婚」 「あなたに逢いたい」   

 

Ｃ Ｍ  

■2005～2012 ビッグモーター 

■2008～2013 チヨダ 「ハイドロテック」 

■2011～2014 弁護士法人ミネルヴァ法律特許事務所 

■2011～2013 岩塚製菓 
■2011～  日本葉緑素 
■2011～2012 アサヒ ブルーラベル 

■2012～2014 小林製薬「ナイシトール G」 「アンメルツゴールドＥＸ」 

■2015～2016 日清食品「ラ王」 食べたい男 打ちあけ話 篇  

TV バラエティ  ラジオバラエティ 

■2009.6～  インターネットＴＶ ｇｏｏｍｏ 「ニッポン漬物見聞録」 

■2011.4～2012.  BS-TBS 「THE ナンバー2 ～歴史を動かした陰の主役たち～」 ＭＣ 

■2011.4～2012.3 FBS 福岡放送 「データソムリエ西村雅彦」 ナビゲーター 

■2011.4～2013.3 テレビ朝日 トークバラエティ番組 「Ｏｈ！どや顔サミット」 ＭＣ 

■2014.4～5 ＮＨＫ Ｅテレ 「趣味ＤＯ楽 ゼロからはじめるデジタル講座 くらしのタブレット」 

■2014.4～  ＴＢＳラジオ 「ミネルヴァ法律事務所 presents  秘密喫茶Ｍ 」 

■2014.10～11 ＮＨＫ Ｅテレ 「趣味ＤＯ楽 ゼロからはじめるデジタル講座 ネットでコミュニケーション」 

■2015.2～3 ＮＨＫ Ｅテレ ｢趣味ＤＯ楽 使える！タブレット  アプリとことん活用術｣ 

■2016.4～ FM とやま   「西村雅彦のドラマチックな課外授業」 

そのほか 

■2013.10～ いわぬま市健幸大使 (宮城県) 

■2014. 9 ～2015.5 北陸新幹線・圏央道開通記念 観光交流パートナー 

■2015 「全国メロンサミットｉｎふくろい」 メロン大使 

■2016～ ふくろい未来大使(静岡県) 

 

西村雅彦  Masahiko NISHIMURA 


