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誕生日：5 月 19 日
出身地：岡山県
声

質：バリトン

趣 味：スポーツ（ゴルフ・野球・自転車）

アニメ
「ＮＡＲＵＴＯ疾風伝」
「機動戦士Ｚガンダム」「起動武闘伝Ｇガンダム」
「∀ガンダム」
「蒼天航路」
「スラムダンク」「忍玉乱太郎」「ケロロ軍曹」
「最遊記」
「青の６号」
「ゾイド」
「ビーナス戦記」
「スカイクロラ」
「ＹＡＷＡＲＡ」
「銀河漂流バイファム１３」
「湘南爆走族」「美味しんぼ」
「銀魂」
「秘密」
「狼と香辛料」
「仮面のメイドガイ」「かんなぎ」
「北斗の拳」
「ＢＬＥＡＣＨ」
「ドンキーコング」「ソウルイーター」
「シャングリ・ラ」
「ザ・シンプソンズ」
「荒川アンダーザブリッジ」
「デュラララ！」
「のだめカンタービレⅢ」「カールじいさんと空飛ぶ家」
「怪盗グル―の月泥棒」
「レイトン教授と永遠の歌姫」
「パンティ＆ストッキングｗｉｔｈガーターベルト」「二十面相の娘」
「ねぎぼうずのあさたろう」
「とある魔術の禁書目録 II」
「八犬伝―東方八犬異聞―」
「まおゆう魔王勇者」
「仮面ライダードラゴンナイト」
「団地ともお」「神々の悪戯」
「宇宙戦艦ヤマト２１９９」
「宇宙兄弟」
「ドキドキ！プリキュア」
「聖闘士星矢Ω」
「ささみさん＠がんばらない」「THE IDOLM@STER」
「クレヨンしんちゃん バカうまっ!B 級グルメサバイバル!!」
「波打際のむろみさん」
「傷物語」
「亜人シリーズ」
「ジョーカーゲーム」「D.Gray-man HALLOW」
「ドラえもん 新・のび太の日本誕生（劇場）」
吹き替え
「フルハウス（ﾀﾞﾆｰ）
」
「リ・ジェネシス（ﾃﾞﾋﾞｯﾄﾞ･ｻﾝﾄﾞｽﾄﾛﾑ）
」

「仮面ライダー電王（ﾃﾞﾈﾌﾞ）
」
「新スタートレック（ﾃﾞｰﾀ少佐）」
「デスパレートな妻たち（ﾎﾟｰﾙ･ﾔﾝｸﾞ）
」
「ＣＳＩマイアミ（ﾛﾝ･ｻﾘｽ）」
「ドラゴンボールエボリューション実写版（ﾋﾟｯｺﾛ大魔王）」
「プライミーバル（ﾆｯｸ･ｶｯﾀｰ）
」
「マトリックス・レボリューションズ」
「ジョンＱ最後の決断」
「三国志」
「マスク・オブ・ゾロ」
「アカプルコヒート」
「ブラックジャック」「Ｘファイル」
「チェ・２８歳の革命」
「ベンジャミン・バトン」
「バイオハザード２」
「交渉人」
「インディペンデンスデイ」
「新アンタッチャブル」
「スピード」
「フレンズ」
「則天武后」
「ノッティングヒルの恋人」「フェアゲーム」
「ハンニバルライジング」
「バットマンビギンズ」
「救急救命室ＥＲ」
「６０セカンズ」
「フェイスオフ」
「ファージングウッド」
「ＳＡＷ」
「ハイスクールミュージカル２」
「ロード・オブ・ザ・リング」
「ファミリータイズ」
「新スパイ大作戦」
「パイレーツオブカリビアン」
「ドクタークィン」
「名探偵フィッツ」
「星に願いを」「マイアミバイス」
「００７カジノロワイヤル」
「エコーズＺ」「スカイランナー」「サロゲート」
「ホステージ」
「新スパイ大作戦」
「１２ラウンズ」
「ダ・ヴィンチコード」
「Ｍ」
「パリ１９１９」
「インザネームオブキング」
「ザ・ラストタイム」
「キャットウーマン」「アルマゲドン」
「ファン・ジニ」
「スーパーナチュラルⅢ」
「ダート」
「ボーンアルティメイタム」
「ターミナル」
「バイオハザード３」
「ユニバーサルソルジャー３」
「オーシャンズ１３」
「アンダーワールドビギンズ」
「バーンノーティスⅢ」
「運命を分けたザイル」
「グラデュエータードリームス」
「最後の贈り物」
「カイルＸＹ」
「ザ・スーラ」
「スペースバーディーズ」
「インストーラー」
「グリーンゾーン」
「アサシンクリード リネージュ」
「奇皇后」
「ブラックリスト」
「チャギントン」
「プラクティスメイクスパーフェクト」
「ホームランド」
「アンダーカバーボス」
「ウェアハウス」
「ビクトリアス」
「レッドリターンズ」
「ボディオブプルーフ」
「ギフト」
「ストライクバック」
「キングオブエジプト」
「UNDER THE DOME S3」
「フラーハウス」
「インディペンデンスデイ リサージェンス」
「情熱のシーラ」
「6 才のボクが大人になるまで。」
「007 スペクター」
「ジュラシックワールド劇場版」
「ワイルドスピードスカイミッション」
「マスケティアーズ～パリの四銃士～」「ted２」
テレビ番組ナレーション
●ＮＴＶ系
「真相報道バンキシャ！」
「ＡＣＴＩＯＮ」「ニュースリアルタイム」

「ＮＮＮドキュメント」
「嵐の宿題くん＆実験くんＳＰ」
「中居正広のザ・大年表ＳＰ」
「カメラは見た！9.11 ニューヨーク同時多発テロ」
「密着！マイケル特番 LIVING WITH MICHAEL JACKSON」「うわっ!ダマされた大賞」
●ＴＢＳ系
「ズバリ言うわよ！」
「大御所ジャパン！」「悪魔の契約にサイン」
「がっちりアカデミー！！」
「総力報道！ＴＨＥ ＮＥＷＳ」
「キズナ食堂」
「私の何がイケないの？」
「世界ふしぎ発見！」
「水トク！実録アナタはこうしてダマされる！最凶サギの手口ワースト 10」
「実録！犯罪列島 2016」
●ＣＸ 系
「爆笑大日本アカン警察」
「世界おもしろ珍メダル バカデミービデオ大賞」
「オバデミズム」
「発見！ウワサの食卓」
●ＥＸ 系
「ラボ・らぼ～ん」
「全米ゴルフダイジェスト」「仮面ライダー鎧武／ガイム（ナレーション）」
「お願い！ランキング」
●ＴＸ 系
「クイズ赤恥青恥」
「あなたの思い出が蘇る！にっぽん歌謡 青春ヒット」
「世界の衝撃ストーリー」
●ＮＨＫ
「ＢＳ世界のドキュメンタリー（ＢＳ２）」
●ＢＳ日テレ
「絶景・世界自然～7 ワンダーズ～」
「ＴＨＥ歌謡祭２０１５～昭和から平成に歌い続ける流行り歌～」
●ＣＳ
「競馬場の達人（グリーンｃｈ）
」
「フューチャーウェポン（ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰｃｈ）」
「知床紀行（ＴＢＳｃｈ）
」
「四万十川（ＴＢＳｃｈ）」
「屋久島紀行（ＴＢＳｃｈ）
」
「怪物魚を追え！（ディスカバリーチャンネル）
」
「Ｆｅｄｅｘカップ プレーオフハイライト（ゴルフネットワーク）
」他多数
ゲーム
「テイルズオブシンフォニア」
「テイルズオブファンタジア」
「スーパーロボット大戦Ｚ」
「カドゥケウスⅡ」「メタルギアソリッド」
「ガンダム無双」
「白騎士物語２」
「キングダムハーツＢＢＳ」
「レイトン教授と魔人の笛」
「龍が如く４～伝説を継ぐもの～」
「機動戦士ガンダム外伝」
「戦国 BASARA 真田幸村伝」
「討鬼伝 2」
「グランブルーファンタジー」他多数

ラジオ
「峠の先の小学校～児童 6 人と村人たち～（ＣＢＣ）」
ＣＭ・ＣＤドラマ
多数
主な吹き替え出演作品
●ケビン・コスナー 「ウォーターワールド」「八月のメモワール」「ラブオブザゲーム」他
●ジェフ・ゴールドブラム 「ジュラシックパーク」「ロストワールド」他
●ショーン・ベン 「デッドマン・ウォーキング」
●デンゼル・ワシントン 「リコシェ」
「ペリカン文書」
「悪魔を憐れむ歌」他
●マシュー・マコノヒー 「評決のとき」
●ブルース・ウィルス 「フィフスエレメント」他
●ラッセル・クロウ 「インサイダー」
「ヴァーチュオシティー」他
●ニコラス・ケイジ 「コンエアー」
●ティム・ロビンス 「ショーシャンクの空に」他
●ジャンクロードヴァンダム ビデオ作品全シリーズ
●ケビン・クライン 「イン＆アウト」他
●アンディ・ガルシア 「オーシャンズ１１」「オーシャンズ１２」
●ケヴィン・ベーコン 「ア・フュー・グッドメン」
●ピアース・ブロスナン 「００７消されたライセンス」「００７リビング・デイライツ」

連絡先
株式会社クレイジーボックス
〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-14-3
TEL：03-3373-9012
FAX：03-3373-9014
MAIL：info@crazy-box.co.jp

