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AGENT OFFICE TACT

出演作品
映 画
「ファンシー」監督：廣田正興（2020）
「漫画誕生」監督：大木萠（2019）
「楽園」監督：瀬々敬久（2019）
「ブルーアワーにぶっ飛ばす」監督：箱田優子（2019）
「五億円のじんせい」監督：文晟豪（2019）
「殺人鬼を飼う女」監督：中田秀夫（2019）
「こえをきかせて」監督：いまおかしんじ（2019）
「スマホを落としただけなのに」監督：中田秀夫（2018）
「らぶたんコバトン散歩でドン」監督：堀江貴大（2018）
「終わった人」監督：中田秀夫（2018）
「名前のない女たち～うそつき女～」 監督：サトウトシキ（2018）
「菊とギロチン 女相撲とアナキスト」監督：瀬々敬久（2018）
「友罪」監督・脚本：瀬々敬久
「最低。
」監督：瀬々敬久（2017）
「一礼して、キス」監督：古澤健
「散歩する侵略者 劇場版」監督：黒沢清（2017）
「月子」監督：越川道夫 （2017）
「オーバー・フェンス」監督：山下敦弘（2016）
「64-ロクヨン- 前編」監督：瀬々敬久（2016）
「セーラー服と機関銃-卒業-」監督：前田弘二（2016）
「背比べのあと」監督：柴田啓佑（2015）
「海のふた」監督：豊島圭介 原作：よしもとばなな（2015）
「乃梨子の場合」監督：坂本礼（2015）
「good-bye」監督：羽生敏博（VIPO 若手映画作家育成プロジェクト）
（2015）
「農家の嫁 あなたに逢いたくて」監督：榎本敏郎（2014）
「愛の果実」監督：金田敬（2014）
「シュトルム・ウント・ドランクッ」監督：山田勇男（2014）
「ドライブイン蒲生」監督：たむらまさき（2014）
「マリアの乳房」監督：瀬々敬久（2014）
「恋につきもの」監督：一見正隆 原作：ふみふみこ（2014）
「なにもこわいことはない」監督：斎藤久志（2013）
・あきた十文字映画祭 ・第 26 回東京国際映画祭 日本映画スプラッシュ部門上映
「受難」監督：吉田良子（2013）
「ソクラティックラブ」監督：早坂亮輔（2013）
「モーニングセット、牛乳、春」監督：サトウトシキ（2013）
「青春 H シリーズ 第 33 弾「恋する神さま～古事記入門～」
」監督：榎本敏郎（2013）
「HOMESICK」監督：廣原暁（第 22 回 PFF スカラシップ作品）
「夜が終わる場所」監督：宮崎大祐
「闇金ウシジマくん」監督：山口雅俊
「かぞくのくに」監督：ヤン・ヨンヒ
「農家の嫁 三十五歳、スカートの風」監督：金田敬
「UNDERWATER LOVE～おんなの河童～」監督：いまおかしんじ
「アントキノイノチ」監督：瀬々敬久
「惑星のかけら」監督：吉田良子
「タナトス」監督：城定秀夫
「婚前特急」監督：前田弘二
「ゲゲゲの女房」監督：鈴木卓爾
「奴隷船」監督：金田敬
「へばの」監督：木村文洋
・第 32 回カイロ国際映画祭シルバーアワード受賞
・第 38 回ロッテルダム国際映画祭 BrightFuture 部門正式出品
・第 9 回フランクフルト・ニッポンコネクション招待作品
「古奈子は男選びが悪い」監督：前田弘二 ・第 10 回水戸短編映画祭グランプリ受賞
「ひかりのくに」監督：児玉和土
・第 2 回 CO2 シネアスト大阪市長賞 ・第 8 回 TAMA NEW WAVE ベスト男優賞受賞
「たまもの」監督：いまおかしんじ
・チョンジュ国際映画祭招待作品 ・フランクフルト・ニッポンコネクション招待作品
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「おじさん天国」監督：いまおかしんじ
・ファーイースト映画祭招待作品 ・フランクフルト・ニッポンコネクション招待作品
「鵜野」監督：前田弘二
・2005 ひろしま映像展グランプリ
「お城が見える」監督：小出豊
・第 4 回 CO2 オープンコンペ優秀賞
「ちえみちゃんとこっくんぱっちょ」監督：横浜聡子
・第 2 回 CO2 オープンコンペ最優秀賞
「一京」監督：多久間知宏
・2008PFF 入選
「嘘つき女の空けない夜明け」監督：熊谷まどか
・ndjc2008 作品
「さよなら、ジョージ・アダムスキー」監督：児玉和土
・ndjc2007 作品
ドラマ
「エ・キ・ス・ト・ラ！！！」第 7 話（関西テレビ放送）
（2020）
「この男は人生最大の過ちです」ドラマ L （2020）
「今野敏サスペンス 聖域 警視庁強行班係・樋口顕」ドラマスペシャル（テレビ東京 他）
（2019）
「焼肉プロレス」
（テレビ大阪）
（2019）
「カカフカカ-こじらせ大人のシェアハウス-」
（ＭＢＳ）
（2019）
「悪党～加害者追跡調査～」監督：瀬々敬久（WOWOW）
（2019）
「福岡恋愛白書 14 天神ラブソング」
（ＫＢＣ九州朝日放送）
（2019）
「予兆 散歩する侵略者」監督：黒沢清（WOWOW）
（2017）
「デリバリーお姉さん NEO」
（テレビ神奈川）
（2017）
「絆 走れ奇跡の子馬（前編）」
（NHK 特集ドラマ）
（2017）
「沈まぬ太陽｜連続ドラマＷ（ＷＯＷＯＷ）
（2016）
「ママゴト」
（NHK BS プレミアムドラマ）
（2016）
「64 ロクヨン」
（NHK 土曜ドラマ）
（2015）
「グーグーだって猫である」
（WOWOW 土曜オリジナルドラマ）
「罪人の嘘」
（WOWOW 連続ドラマ W）
「マルホの女 保険犯罪調査員」第 1 話（テレビ東京）
「ガラスの家」
（NHK ドラマ 10）
「開拓者たち」
（NHK BS プレミアムドラマ）
「THE ナンバー2 安国寺恵瓊篇」
（BS-TBS）
「大島渚の帰る家〜妻・小山明子との 53 年〜」
（NHK BS プレミアムドラマ）
「十津川捜査班 7 十津川警部の初恋」金曜プレステージ 西村京太郎サスペンス（フジテレビ）
Ｔ Ｖ
E テレ「シャキーン！」
（NHK）
C M
「オリックス銀行」
舞 台
「職員室の午後」
（2014）Studio META produce vol.6 演出：北見敏之
「モグラ町」 演出：前川麻子（龍昇企画）
「モグラ町 1 丁目」 演出：前川麻子（龍昇企画）
「ネクストアパートメント」 演出：前川麻子（ｱﾝﾌｧﾝﾃﾘﾌﾞﾙﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ） 他
その他
サニーデイ・サービス「すべての若き動物たち」ＭＶ
「放送禁止シリーズ」監督：長江俊和
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