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１９５１．１０．２９生まれ
東京都出身 血液型Ｂ
身長１６８㎝／体重５２㎏ Ｂ８２㎝・Ｗ８２㎝・Ｈ８５㎝・Ｓ25，5 ㎝
【特技】エレキギター演奏／大阪弁／京都弁【免許】普通自動車
【趣味】作詞作曲／篆刻（てんこく）／墨絵／書
※ 幼年期は、鹿児島県薩摩郡下甑島（しもこしきじま）で育つ。’60 年からエキストラとして東映
大泉撮影所に通う。’63 年東映児童演劇研修所入所。’64 年日活、石原裕次郎主演の「敗れざるも
の」（松尾昭典監督）で本格的デビュー。映画は１１０本を超え、ドラマはタイトルだけで３３０本
を超えた。’1９年は「フォネオリゾーン」を結成し、歌手デビューを果たした。’20 年は芸能生活
60 周年を迎えた。

【映画】
’64「敗れざるもの」松尾昭典監督／’66「ボスは俺の拳銃で」村山新治監督／’67「青春
の海」西村昭五郎監督／’67「旅路」村山新治監督／’68「燃える大陸」西村昭五郎監督／’69
「性犯罪法入門」帯盛廸彦監督／’70「高校生番長」帯盛廸彦監督／’70「バツグン女子高
校生・16 歳は感じちゃう」松森健監督／’73「股旅」市川崑監督／’73「さえてるやつら」
吉松安弘監督／’73「ときめき」市村泰一監督／’74「仁義なき戦い・頂上作戦」深作欣二
監督／’74「涙のあとから微笑みが」市村泰一監督／’74「ふれあい」市村泰一監督／’75
「吾が輩は猫である」市川崑監督（猫の声）／’76「お祭り野郎 魚河岸の兄弟分」鈴木
則文監督／’76「トラック野郎・望郷一番星」鈴木則文監督／’78「オレンジロード急行」
大森一樹監督／’79「総長の首」中島貞夫監督／’79「真田幸村の謀略」中島貞夫監督／’80
「ヒポクラテスたち」大森一樹監督／’81「魔性の夏～四谷怪談より～」蜷川幸雄監督／’82
「大日本帝国」舛田利雄監督／’82「誘拐報道」伊藤俊也監督／’83「天城越え」三村晴彦
監督／’84「彩り川」三村晴彦監督／’84「メインテーマ」森田芳光監督／’85「泰造」渡
辺範雄監督／’85「俺ら東京さ行ぐだ」栗山富夫監督／’86「瀬戸内少年野球団 青春編 最
後の楽園」三村晴彦監督／’86「化身」東陽一監督／’87「風のアルペジオ」中山節夫監督
／’88「帝都大戦」一瀬隆重監督／’88「死線を超えて－賀川豊彦物語」山田典吾監督／’90
「われに撃つ用意あり」若松孝二監督／’90「Doki Doki ヴァージン もういちど I Love
You」中原俊監督／’91「息子」山田洋次監督／’92「寝とられ宗介」若松孝二監督／’95「写
楽」篠田正浩監督／’97「カンゾー先生」今村昌平監督／’98「生きない」清水宏監督／’02
「十七歳」今関あきよし監督／’04「ミラーを拭く男」梶田征則監督／’04「石井のおとう
さんありがとう」山田火砂子監督／’04「近江聖人 中江藤樹」矢田清巳監督／’04「カス
タムメイド 10．30」Ａ.Ｎ.Ｉ.Ｋ.Ｉ監督／’05「タナカヒロシのすべて」田中誠監督／’05
「パセリ」植田尚監督／’05「誰がために」日向寺太郎監督／’05「深紅」月野木隆監督／’05
「四日間の奇蹟」佐々部清監督／’05「ブレス・レス」渡辺寿監督／’06「河童 kappa1」秋
原北胤監督／’06「吉祥天女」及川中監督／’07「観察 永遠に君を見つめて」横井健司監
督／’07「五重塔」秋原北胤監督／’07「全然大丈夫」藤田容介監督／’07「筆子・その愛天使のピアノ-」山田火砂子監督／’09「斜陽」秋原北胤監督／’09「まぼろしの邪馬台国」
堤幸彦監督／’09「なくもんか」水田伸生監督／’10「キャタピラー」若松孝二監督（ナレ
ーション）／’11「大地の詩」山田火砂子監督／’11「恋谷橋」後藤幸一監督／’11「11．
25 自決の日 三島由紀夫と若者たち」若松孝二監督／’11「大鹿村騒動記」阪本順治監督
／’12「ビターコーヒーライフ」横山浩之監督／’12「家」秋原北胤監督／’12「そして父
になる」是枝裕和監督／’13「二人の女勝負師」池田眞也監督／’13「僕たちの高原ホテル」
横井健司監督／’13「ゴーストバンド」月川翔監督／’13「ヨシナカ伝説～義仲穴」秋原北
胤監督／’13「ラブ＆ピース」園子温監督／’14「望郷の鐘」山田火砂子監督／’14「海街
diary」是枝裕和監督／’14「正長の土一揆」秋原北胤監督／’14「ＦＯＵＪＩＴＡ」小栗康
平監督／’17「三度目の殺人」是枝裕和監督／’17「明日へ－戦争は罪悪である－」藤嘉行
監督／’17「いつも月夜に米の飯」加藤綾佳監督／’18「世界から希望が消えたなら。」赤
羽博監督／’19「一粒の麦 荻野吟子の生涯」山田火砂子監督／’19「大綱引の恋」佐々部
清監督／’19「糸」瀬々敬久監督／’21「われ弱ければ 矢嶋楫子伝」山田火砂子監督／’21
「マイスモールランド」川和田恵真監督／’21 新作出演（撮影済）
【ＮＨＫ】
’65 大河ドラマ「太閤記」／’69 大河ドラマ「天と地と」／’71「からすなぜ泣くの」／’73
「銀座わが町」
（レギュラー）／’74 銀河テレビ小説「灯のうるむ頃」
（レギュラー）／’76
「桃太郎侍」／’78 朝ドラ「おていちゃん」／’85～’88 ドラマ人間模様「花へんろ１，２，
３」
（レギュラー）／’88「殿様ごっこ」／’94「十時半睡事件帖」／’96 ドラマ新銀河「拝
啓自治会長殿」／’9７「新・花へんろ」（レギュラー）／’98「まんが道」／’04「御宿か
わせみ第二章」／’04「妻たちの卒業式」（レギュラー）／’06「次郎長背負い富士」／’08
「オトコマエ！」（レギュラー）／’09「ママさんバレーでつかまえて！」（レギュラー）
／’13「彼女のこんだて帖・７話」（ＮＨＫＢＳ）／’13「実験刑事トトリ②・３話」／’13
「鼠、江戸を疾る・５話」／’14「昨夜のカレー、明日のパン」ＢＳプレミアム（レギュ
ラー）／’14「ぼんくら・３話」／’15 土曜ドラマ「逃げる女・1 話」／’15 終戦スペシャ
ルドラマ「百合子さんの絵本」／’15 新春スペシャルドラマ「富士ファミリー」
（レギュラ

ー）／’16 朝ドラ「とと姉ちゃん・76 回」／’16 新春スペシャルドラマ「富士ファミリー
2017」（レギュラー）／’17「ツバキ文具店・1 回」／’17 大河ドラマ「おんな城主直虎・
26～28 回」／’18「鳴門秘帖・8、10 話」（ＢＳプレミアム）／’19ＮＨＫスペシャル「詐
欺の子」／’20「明治開化 新十郎探偵帖」（ＢＳプレミアム）（レギュラー）／’20 朝ド
ラ「エール・48、64 話」／’2２「今度生まれたら 1～4 話」（BS プレミアム）
【ＮＴＶ】
’74「太陽にほえろ！・125 話」’75「ほおずきの唄」／’76「俺たちの朝」（レギュラー）
／’78「熱中時代」（レギュラー）／’78「桃太郎侍・73 話」（ゲスト主役）／’79「かたぐ
るま」（レギュラー）／’82「陽あたり良好！」／’83「花咲け花子」（レギュラー）／’05
「刑事鬼貫八郎⑱真夜中の乗客」／’13「町医者ジャンボ・10 話」
（ゲスト主役）／’13「戦
力外捜査官・1 話」／’15「結婚に一番近くて遠い女」／’19「偽装不倫・8 話」
【ＥＸ】
’64「女のいくさ」／’65「くらやみ五段」／’65「素浪人月影兵庫」／’66「オット・いた
だき」／’67「青空に叫ぼう」／’68「積木の箱」／’77「特捜最前線」／’05「新科捜研の
女」／’97「はぐれ刑事純情派～工事現場の女～」／’98～’02「タクシードライバーの推
理日誌⑩～⑯」（レギュラー）／’04「にんげんだもの～相田みつを物語～」／’07 黒澤明
ドラマスペシャル「生きる」／’10「相棒 season8・17 話」／’12「仮面ライダーウィザー
ド・16 話」／’13「京都地検の女９初回ＳＰ」／’14「警視庁捜査一課９係９・8 話」／’16
「科捜研の女 season16・9 話」／’17「森村誠一の棟居刑事 10」／’17「あいの結婚相談所・
2 話」／’18「捜査一課長３rd.・２話」／’1９「ドクターＹ 外科医 加地秀樹」／’20「相
棒 season18・16 話」
【ＴＢＳ】
’66「真田幸村」／’68「キイハンター」／’69「ピンキラの青空に飛び出せ！」／’69「胡
椒息子」／’71 木下恵介アワー20「太陽の涙」／’72 木下恵介 人間の歌シリーズ 4「冬の
雲」（レギュラー）／’72 木下恵介アワー21「幸福相談」／’72 木下恵介アワー22「おやじ
山脈」／’72「夏に来た娘」／’73「まんまる四角」
（レギュラー）／’73 人間の歌シリーズ
12「それぞれの秋」
（主演）／’73 東芝日曜劇場「聖夜」
（主演）／’73「ラブラブライバル」
／’73「とび出せ！真理ちゃん」／’74「春日原まで一枚」／’74「ヨイショ」
（レギュラー）
／’74「夜明けの刑事」／’75 木下恵介 人間の歌シリーズ 18「もうひとつの春」（主演）
／’75「Ｇメン７５」／’76「いごこち満点」
（レギュラー）／’77「明日の刑事」／’77「す
ぐやる一家青春記」
（レギュラー）／’78「七人の刑事」／’80「心」／’87「水戸黄門」／’94
「家なき子」／’96「大岡越前」／’96「ウルトラマンティガ」（准レギュラー）／’05「税
務調査官窓際太郎の事件簿⑬」／’07「熱血ニセ家族」（レギュラー）／’13 ドラマＮＥＯ
「放課後グルーヴ・３話」／’13「確証・１話」／’13 月曜ゴールデン「十津川警部シリー
ズ㊿～消えたタンカー～」／’14「Ｄr．ＤＭＡＴ・６話」
（ゲスト主役）／’14 月曜ゴール
デン「信濃のコロンボ２」／’15 月曜ゴールデン「銭の捜査官 西カネ子」／’16 月曜名作
劇場「女取調官④」／’16 月曜名作劇場「魔性の群像④」／’16 月曜名作劇場「銭の捜査
官 西カネ子②」／’17「９９，９刑事専門弁護士 seasonⅡ・2 話」（ゲスト主役）／’19
「機動捜査隊 216⑩～引鉄～」
【ＴＸ】
’89「月影兵庫あばれ旅」／’98「飛んで火にいる春の嫁」（レギュラー）／’05「信濃のコ
ロンボ事件ファイル⑩」／’13「捜査検事 近松茂道⑬」／’13「温泉女将ふたりの事件簿
③」／’14「子連れ巡査の捜査日誌②」／’14「三匹のおっさん・７，８話」／’15「三匹
のおっさん２・２話」／’16「ドクター調査班・2 話」／’16「昼のセント酒・12 話」／’16
水曜ミステリー９「嫌われ監察官 音無一六スペシャル」／’18「魔法×戦士マジマジョ
ピュアーズ！・24 話」／’18「美の巨人たち」／’18「ハラスメントゲーム」
（レギュラー）
／’20「神様のカルテ・1 話」／’21「さすらい署長スペシャル」
【ＣＸ】
’65 シオノギテレビ劇場「北野踊り」／’66「午後の微笑」／’66「銭形平次」／’66「花と

剣」／’70「遠い砂丘」／’70「金メダルへのターン！」／’70「お嫁さん」／’72「アイち
ゃんが行く」／’73「GO!GO スカイヤー」／’75「娘たちの四季 愛は素直に」／’75「ふ
たりは夫婦」（主演）／’94「おばさんデカ 桜乙女の事件帖」／’03「僕だけのマドンナ」
／’04「温泉名物女将 湯の町事件簿③」／’06「医龍」／’10「夏の恋は虹色に輝く」（レ
ギュラー）／’12「山田太一ドラマスペシャル・よその歌わたしの唄」／’14 金曜プレステ
ージ「所轄刑事⑨」／’14 金曜プレステージ「出張鑑定人・宝来伝吉①」／’14 金曜プレ
ステージ「検事霞夕子⑥」／’14 新春ドラマスペシャル「大使閣下の料理人」／’17「道子
とキライちゃんの相談室・2 話」
【ＷＯＷＯＷ】
’06 ドラマＷ「神様からひと言」／’11 ドラマＷ「幻夜」／’14 ドラマＷ「天使のナイフ・
３，４話」／’16 ドラマＷ「カッコウの卵は誰のもの・３話」／’２０「コールドケース３・
３話」
【スカパー】
’15 時代劇専門チャンネル「果し合い」
【Netflix】
’16「深夜食堂-Tokyo Stories-第 4 部 38 話」
’21 新作出演（撮影済）
【amazon prime】
’17「チェイス第一章

・２、4、７話」

【Ｕ局】
’18「柴公園・８、１０話」
【ＢＳ12】
’19「ＢＳ歌謡スクエア」
’19「三沢あけみのお茶会歌謡界」
【BS 松竹東急】
’22「猫旅俳句」
【メ～テレ】
’16「まかない荘・8 話」
【ショートフィルム】
’16「轟満の先入観」Yuki Saito 監督
【舞台】
’72「蒼き狼」（帝国劇場）／’73「娘一心太助」（東京宝塚劇場）／’89、’99、’01「森進
一特別公演」（新宿コマ劇場）／’90「大月みやこ特別公演」（新宿コマ、梅田コマ劇場）
／’92「坂本冬美特別公演」（新歌舞伎座）／’14「坊っちゃんからの手紙」（滝野川会館大
ホール）／’14「創作舞踊・懐古の桜」
（小諸市文化センター）／’16 朗読劇「十三夜」
（な
かの芸能小劇場）／’17「ユーガットメール～未来からの手紙～」（文京区シビックセンタ
ー）／’17「泡沫の恋 お夏清十郎物語」（小諸市文化会館）
【バラエティ】
’70「連想ゲーム」（ＮＨＫ）／’73「スター千一夜」（ＣＸ）／’78「スター作詞作曲グラ
ンプリ」（ＣＸ）／’78「小川宏ショー」（ＣＸ）／’79「それ行け実験クイズ」（ＣＸ レ
ギュラー回答者）／’80「クイズタイムショック」（ＥＸ）／’84、’95「徹子の部屋」（Ｅ
Ｘ）／’86「笑っていいとも」（ＣＸ）／’86「今夜は最高」（ＮＴＶ）／’91「あいたくて
旅気分」（ＥＸ）’91～’96「日曜ビッグスペシャル 各駅停車と駅弁の旅」（ＴＸ）／’93
「いい旅・夢気分」（ＴＸ）／’94「ダウンタウンのがきの使いやあらへんでＳＰ」（ＮＴ

Ｖ）／’95「ダウンタウンＤＸ」（ＮＴＶ）／’97、’98「ナイナイナ」（ＥＸ）／’97「スタ
ジオパーク」（ＮＨＫ）／’98「俳句王国」（ＮＨＫ）／’98「旅サラダ」（ＥＸ）／’03「ウ
チくる！？」（ＣＸ）／’05「お台場明石城」（CX）／’06「ごきげんよう」（ＣＸ）／’07
「踊る！さんま御殿」
（ＮＴＶ）／’07「環境野郎Ｄチーム」
（ＴＸ レギュラー）／’14「僕
たちは昭和を生きた」（ＢＳ-ＴＢＳ）／’14「新クイズ面白ゼミナール」（NHK-BS プレミ
アム）／’15、’16、’17、’18、’19、’20、’21「ひるまえほっと・ひるまえ俳句茶房」（Ｎ
ＨＫ）／’15「ＮＨＫエンタープライズ 30 周年ＷＥＢ史・I HISTORY～旅番組で俳句～」
（ＷＥＢ）／’16「クイズ脳ベル SHOW」
（BS フジ）／’17「夫婦再旅」
（BS 日テレ）／’17
「結婚したら人生激変○○の妻たち」（TBS）／’17「徹子の部屋」（EX）／’18「爆報ザフ
ライデー」（TBS）／’18「ノンストップ」（ＣＸ）／’18「踊る！さんま御殿！！」（NTV）
／’18「行列のできる法律相談所」（NTV）／’18「プレミアムカフェ」（ＮＨＫＢＳプレミ
アム）／’18「怪傑えみちゃんねる」
（KTV）／’19「ノンストップ」
（ＣＸ）／’19「ごごナ
マ」（ＮＨＫ）／’20「徹子の部屋」（EX）／’21「ＮＨＫ俳句」（NHK）
【ラジオ】
’16「大石吾朗のプレミアムタイム」ＴＯＫＹＯ ＦＭ
’18「くにまるジャパン極」（1 月）文化放送
’18「くにまるジャパン極」（10 月）文化放送
’19「タブレット純 音楽の黄金時代」ラジオ日本
’19「Premium G～MUSIC GIFT～」ミュージックバード
’19「ハローアイレディオ」ラジオ日本
’21「小倉一郎の人生は映画だ！なんて言っちゃって」FM MOOV KOBE
【ＣＭ】
’83「ハリックス５５」／’90「ジョンソン・クルー」（ナレーション）／’90「味の素 コ
ーンサラダ油」
（ナレーション）／’91「養命酒」／’91「紀陽銀行」
（ナレーション）／’91
「湖池屋 ぜいたくスコーン」
（ナレーション）／’94「日清そばの乱・うどんの乱」／’96
「ゼビオ」／’97「特黒五代」／’99「家庭教師のトライ」／’99「日立エアコン」／’05「プ
ロミス」／’06「東京ガス ガスパッチョ」／’09「法律事務所ＭＩＲＡＩＯ～台風の人編
～」／’11「ＮＴＴ ＤＯＣＯＭＯスマートフォン walk with you 上京編」’22 新作出演（撮
影済）
【著作】
’95 エッセイ集「みんな、いい人」（文學の森）／’00 句集「俳・俳」／’02 句集「俳だら
け」／’05 句集「俳彩」／’10 エッセイ集「ぼくの日記帳」／’20「小倉一郎のゆるりとた
のしむ俳句入門」
【You Tube】
’16、’17、’18、’19、’20、’21、’22「名作朗読チャンネル Bun-Gei」
【イベント】
’17、’18、’19、’20「雅美と一郎」（仲雅美とトークライブ・毎月開催 エムズ・カンテ
ィーナ）
’19「フォネオリゾーン デビュー」（イオンタウン成田富里）
’19「お練り＆マルベル堂トークイベント」（浅草）
’19「サマーフェスタ・ライブ」（川崎ひらま銀座）
’19「ヨーロー堂 ＣＤ発売記念ライブ」（浅草）
’19「ＣＤ発売記念ライブ」（銀座山野楽器たまプラーザテラス店）
’19「『クゥタビレモーケ』リリース記念ミニライブ」（小田原ダイナシティ）
’19「松本かずこ デビュー30 周年記念コンサートツアー」（三越劇場）
’19「岡山県総社市復興支援チャリティーイベント」
’19「フォネオリゾーンの異次元ゾーン」（銀座タクト）
’19「フォネオリゾーン ライブ in 紀北町」（三重県紀北町東長島公民館）
’19「フォネオリゾーン・ディナーショー」（ホテルグランド東雲）
’19「音もの・お笑い祭り３」（浅草東洋館）
’20「新春・花くらべ」（小諸メセナホール）
’21「小倉一郎の人生は映画だ！なんて言っちゃって」（エムズ・カンティーナ）1、2 月
’21「小倉一郎がいっぱい！」（エムズ・カンティーナ３、4、5、６、７、8、９月）

