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誕生日：１月９日
出身地：宮城県
資

格：普通自動車免許
日商簿記検定３級

趣

味：読書、映画鑑賞、舞台鑑賞、
アニメーション鑑賞、美術館巡り、

ランニング
特

技：分析すること

方

言：東北弁

芸

歴：日本ナレーション演技研究所、AMG STUDIO WORKSHOP 第 40 期、語座

座員

ナレーション
●ＮＴＶ系「ザ・クイズショウ（ドラマ内ナレーション）
」
「快脳！マジかるハテナ（ナレーション・ボイスオーバー）
」
●ＴＸ系 「かまいたちの絶品！ブサカナちゃん～全国の漁師がリポートバトル～」
●ＣＳ

「競馬ワンダラー（グリーンチャンネル）
」
「競馬ワンダラー2（グリーンチャンネル）
」
「競馬ワンダラー3（グリーンチャンネル）
」
「競馬ワンダラー4（グリーンチャンネル）
」
「競馬ワンダラーSP（グリーンチャンネル）」
「競馬ワンダラー特別編（グリーンチャンネル）」
「新・競馬ワンダラー（グリーンチャンネル）
」
「新・競馬ワンダラー2（グリーンチャンネル）
」
「新・競馬ワンダラー3（グリーンチャンネル）
」
「新・競馬ワンダラー4（グリーンチャンネル）
」
「京都、大阪、神戸 三都グルメ散歩（旅チャンネル）
」
「地元の人が教える２泊３日の旅（旅チャンネル）
」
「上海シノワズリ紀行(J・COM)」

「生きてるこうぼ（J・COM）
」
●テレビ朝日 「俺の空 番宣番組予告」
ボイスオーバー
●ＮＴＶ系
「真相報道バンキシャ！」
「快脳！マジかるハテナ」
「24 時間テレビ(事前番組)」
「世界一受けたい授業」
●ＴＢＳ系
「大御所ジャパン」
「学校へ行こう！ＭＡＸ」
「教科書にのせたい!」
「がっちりマンデー!!」
「私の何がイケないの」
「好きか嫌いかいう時間」
「教えてもらう前と後」
「女の買物大作戦」
「悪魔の契約にサイン」
「クイズ時の扉」
「追跡バスターズ」
「ぴったんこカンカン」
●ＥＸ系
「女神のアンテナ」
「世界の村で発見！こんなところに日本人」
「ナニコレ珍百景」
「あいつ今何してる？」
●ＣＸ系
「金持ち坊ちゃん×貧乏芸人のマジか？な私生活を大告白 SP」
●ＢＳ日テレ
「戦争を終わらせるために… 幻の潜水艦 伊４００型全貌」
「ぶらぶら美術・博物館」
「パンダ故郷へ帰る」
●ＢＳプレミアム
「ヨーロッパ王室御用達の品々～フランス編～」
「GRAY 伝説の 25 年～やわらかな風の中で～」

●ＢＳＮＨＫ
「知られざるトランプワールド」
「サーフィンの神と呼ばれる男」
●ＣＳ
「翼竜 空飛ぶモンスター」
●テレビ朝日
「裕次郎二十三回忌 裕次郎が潰したもの～スーパースター伝説～」
「日曜ビックバラエティ SP『かけこみ寺』」
「あいつ今何してる？」
●フジテレビ
「世界おもしろ珍メダル５」
「世界おもしろ珍メダル第 18 回バカデミービデオ大賞」
「世界おもしろ珍メダル第 19 回バカデミービデオ大賞」
「世界の絶景 100 選・SP」
●日テレ系
「OL にっぽん」
「魔女たちの 22 時」
「世界不可不思議探偵団」
● ディスカバリーチャンネル
「怪しい伝説」
「怪物魚を追え！」
「海底の戦艦ヤマト」
「解明・宇宙の仕組み」
「戦場の真実 バルジの戦い」
「戦場の真実 沖縄戦」
「戦場の真実 長津湖の戦い」
「戦場の真実 レイテ沖の海戦」
「戦火の鉄道大全」
「戦争秘話：朝鮮戦争 長津湖の伝説の中隊」
「戦争秘話：タラワの戦いと米海兵隊」
「カラーで見る毛沢東」
「ＮＡＳＡ超常ファイル X 字型の天体」
「ＮＡＳＡ超常ファイル 小惑星の UFO 墜落現場」
「ＮＡＳＡ超常ファイル 太陽に空いた穴」
「ＮＡＳＡ超常ファイル 謎の光の群」
「追跡!コロムビア麻薬王の埋蔵金
「ニュージーランドの大自然」
「解明！地下世界ミステリー」
「日米開戦・真珠湾攻撃」
「海底の戦艦大和」
●ナショナルジオグラフィックチャンネル
「ドイツ軍が沈めた客船の謎」
「21 世紀のミイラ制作」
「NY 二つの摩天楼」

「IamRevel 伝説の写真家ウィージー（バース役ほか）
」
●アニマルプラネット
「ホワイトライオンの王様」
「ビーバー・ブラザーズ：リスとノーム人形」
●ヒストリーチャンネル
「ザ・森男」
吹き替え
「大統領暗殺（ペアン役）
」
「チャイルドマスター」
「フューチャーウェポン」
「LAW & ORDER: UK」
「ダークロード（ゼロ役）
」
「チャイルドマスター」
「Mr.&Ms.スティーラー（FBI 捜査官・ライマンウィルカース役）」
「バトル・オブ・ワルシャワ（幹部役）」
アニメ
「ハクション大魔王 2020（与田山タカシ役）」
ゲーム
「ダークロード」
「キズナブレイク」
「アルテイル NEO(海神ヴォンドラーム、放浪の大剣、闇の首領インサイド)」
「グランドチェイス-次元の追跡者-(ナチョエル)」
「黒い砂漠 MOBILE(シャカトゥ、フリートヒ・タウパリクソン 他)」
「超次元ゲイム ネプテューヌ(商人)」
「リネージュ M(指導者ロイ、ゾウのファイアゴーレム 他)」
その他
●朗読
「宮澤賢治・セロ弾きのゴーシュ」
「宮澤賢治・雨ニモマケズ」
「童話アプリ・かちかち山 他」
●企業 VP
「東京ガス」
「自衛隊 飛行教導隊（VP）
」
「航空自衛隊（VP）
」

「サイドサポート社 Web 用（VP）
」
「DNP 大日本印刷株式会社（VP）
」
「スバル インフォマーシャル 世界陸上」
●CM
「UR 賃貸住宅(ラジオ)」
「鏡花水月」
●ナレーション
「相談女王（Ｇｙａｏ）
」
「スバル（インフォマーシャル）
」
「地域活性化（ＷＥＢナレーション）」
「ふるさとづくり(ＷＥＢナレーション)」
「林業再生(ＷＥＢナレーション)」
「アイリスオーヤマ・生鮮米(店頭用)」
「さかなや道場」水戸黄門一行ボイス」
「
『ＨＫＴ４８』６th シングル（特典ＤＶＤ）
」
「
『ＨＫＴ４８』７th シングル（特典ＤＶＤ）
」
「
『ＨＫＴ４８』８th シングル（特典ＤＶＤ）
」
「
『ＨＫＴ４８』９th シングル（特典ＤＶＤ）
」
「
『ＨＫＴ４８』10th シングル（特典ＤＶＤ）
」
「素敵な選 TAXI ドラマ番宣番組(CX 系)」
「ナニコレ珍百景 地方 PR(EX 系)」
「日曜ビッグバラエティ・平成版 ニッポンの長屋物語 予告(TX 系)」
「スタイル革命」
「ヒットの法則」
「研究室へいこう」
「未来の学校」
「T4 ブルーを創った男」
「Touch eco 2008 キリバス」
「鏡花水月 スポット CM」
「近未来通信 CM」
●ラジオ
「今日は一日“GRAY”三昧（DJ 風紹介＆ラジオ内ボイスオーバー）」
「UR 賃貸住宅ラジオ CM（父親役）
」
●ボイスオーバー
「未来の兵器」
「F1 伝説ハント VS ラウダ」
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