花ケ前

浩一

Kouichi Hanagasaki

1961年7月13日（58）／広島県出身／特技：広島弁、ソフトテニス（指導員資格有）
身長：170cm 体重：59kg B：89cm W：79cm H：95cm S：25.5cm
資格：ソフトテニス指導員
最終学歴：早稲田大学

近年の出演作品
映画『セシウムと少女』メインキャスト・北原白秋 役／監督：才谷遼
映画『永い言い訳』稜文社編集長・大迫泰夫役／監督：西川美和
映画『星に語りて』立川正治役／監督：松本動
TBS『アンナチュラル』第１話ゲスト２役／演出：塚原あゆ子
TBS『この世界の片隅に』最終話 広島の男役／演出：土井裕泰
フジテレビ『コンフィデンスマンJP』牛久幸次郎教授役／演出：金井紘
テレビ朝日『仮面ライダージオウ』35話 杉村昭二役／演出：田村直己
テレビ東京『新宿セブン』第６話 教頭先生役／演出：植田泰史
WOWOW『北斗～ある殺人者の回心』平岡茂美裁判長／演出：瀧本智行
WOWOW『神の手』第4話 医師役／演出：兼重淳
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担当：美斉津 090-8870-7795

〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山942号 TEL：03-3698-7486 FAX：03-5243-7514
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花ヶ前浩一 出演作品
■映画
『長崎ぶらぶら節』 監督 深町幸男
『探偵事務所５』 監督 杉山嘉一
『ブラブラバンバン』 監督 草野陽花／吹奏楽コンクール役員役
『欲望』 監督 篠原哲雄
『深紅』 原作・脚本 野沢尚 監督 月野木隆 ／丸岡先生役
『花田少年史-幽霊と秘密のトンネル』 監督：水田伸生 ／喫茶マスター役
『落語娘』 監督：中原俊
『ハナばあちゃん!!』メインキャスト・日景昭 監督：杉村和彦
『ネオン蝶』 クラブの客役／監督：サトウトシキ
『Father～手を伸ばせば～』 主演：前田茂役／監督：月野木隆
『甘い鞭』監督：石井隆／警官役
『サル・ウィンドウピリオド』田端医師 役／監督：葉山陽一郎
『クラブアンダルシア』クラブの客 役／監督：和田秀樹
『セシウムと少女』メインキャスト・北原白秋 役／監督：才谷遼
『永い言い訳』稜文社編集長・大迫泰夫役／監督：西川美和
『星に語りて』立川正治役／監督：松本動

■テレビ
NHK
『武蔵』
『御宿かわせみ』
『元禄繚乱』
『義経』 演出：黛りんたろう ／準レギュラー藤二役
『純情キラリ』 演出：田中健二
『巧妙が辻』 演出：加藤拓／行司役
『オトコマエ』 演出：黛りんたろう／読売の親方役
『まっつぐ～鎌倉河岸捕物控え～』 レギュラー・松坂屋の番頭：伊平役／演出：清水一彦ほか
『天使のわけまえ』 １話 大家役／演出：佐藤峰世
『陽だまりの樹』第３回 楼郭の主人役／演出：山内宗信
『そこをなんとか』第6回 奥山城之内事務所ボス弁役／演出：一色隆司
『八重の桜』 第８回 武家伝奏の公卿役／演出：加藤拓
『幻の祝祭～1940東京五輪物語～』演出：毛利匡、杉山嘉一
『サイレント･プア』 第１話 ボランティアの男役／演出：伊勢田雅也
『軍師 官兵衛』 第２２回 留蔵役／演出：田中健二
『花燃ゆ』第３回 宮司役／演出：渡邊良雄
『かぶき者 慶次』第１０回 三角忠之進役／演出：岡野宏信

日本テレビ
『プリマダム』バレエショップ店長役
『おせん』 演出：南雲聖一／ギャラリーオーナー役
『ホカベン』演出：池田健司／裁判長役
『華麗なるスパイ』最終話 演出：大谷太郎／医師役
『傍聴マニア０９』最終話 演出：本田隆一／監察医師・土井達郎役
『ST赤と白の捜査ファイル』 第５話 演出：長沼誠／小山教授役

TBS
『十津川警部ｼﾘｰｽﾞ34-金沢加賀．殺意の旅』演出：脇田時之／成田清司役
『Around 40』 ５話、最終回 産婦人科医師役／演出：吉田健
『ブラックジャックによろしくSP』 演出：平野 俊一／北川洋介役
『HAPPY！』／『ＨＡＰＰＹ！２』 演出：片山修 川嶋龍太郎／テニス審判役
『MR.BRAIN』４話 平山竜一役／演出：山室大輔
『血痕３』演出：堀川とんこう
『こちら葛飾区亀有公園前派出所』４話 レストラン店長役／演出：坪井敏雄
『信濃のコロンボ～死者の木霊～』アパート大家役／演出：中前勇児
『ＳＲＯ～警視庁広域捜査専任特別調査室』青少年センター管理人役／演出：佐々木章光
『ホワイトラボ』第10話 笠原紀一役／演出：竹村謙太郎
『警部補 杉山真太郎』第1話・近所の老人男性役／演出：伊藤寿浩
『アンナチュラル』第１話ゲスト２役／演出：塚原あゆ子
『この世界の片隅に』最終話 広島の男役／演出：土井裕泰

フジテレビ
『やがてくる日のために』 作：山田太一 演出：堀川とんこう ／奥村家長男役
『鬼嫁日記』 演出 塚本連平(医者役)
『無理な恋愛』演出 塚本連平
2008年新春SPドラマ『となりのクレーマー』クレーマー役 演出 小田切正明
『非婚同盟』 芸術評論家・楳崎役 演出：藤木靖之
FNNスーパーニュース 『裁判員制度』
『嵐がくれたもの』 美術商役／演出：杉村六郎
『絶対泣かないと決めた日スペシャル』 光和銀行社長・桑原役／演出：石川淳一
『絶対零度 ～未解決事件特命捜査～』７話 裁判長役 ／ 演出：岩田和行
『世紀の大事件～長崎バスジャック事件～』 主役～小林輝男役／演出：松本動
『福家警部補の挨拶』 第１０話 通行人役／演出：岩田和行
『極悪がんぼ』 第１話 湯船役／演出：河毛俊作
『モメる門には福きたる』 第４２・４４話 ゲスト 茂山周平役／演出：杉村六郎
『あすなろ三三七拍子』 第１話 学部長役／演出：土方正人
『１９６４への重大事件～3人の死刑囚と時代の闇～』裁判長役／演出：長江俊和、川野浩司
『リスクの神様』第１話 岡本一郎役／演出：石川淳一
『連続企業爆破テロ４０年目の真実』産経・藤村部長役／演出：近澤駿
『コンフィデンスマンJP』牛久幸次郎教授役／演出：金井紘

テレビ朝日
『警視庁捜査一課９係 season2』演出：油谷誠至 （清掃会社社長役）
『七人の女弁護士』第２話 演出：塚本連平／隣人・木村役
『特命係長 只野仁』 演出：塚本連平
『法医学教室の事件ファイルⅩⅩⅠ』演出：山本邦彦
『ロト６で３億２千万円当てた男』 ソムリエ役／演出：今井和久
『就活のムスメ』 会社役員役／演出：片山 修
『タクシードライバーの推理日記２６』 美術商役／演出：吉田啓一郎
『ビジョン～殺しに見える女～』第８話 演出：植田尚／プロデューサー役
『１３歳のハローワーク』第８話 松原役／演出：塚本連平
『警視庁捜査一課９係 SEASON4』 第４話 骨董品店主役／演出：吉田啓一郎
メ～テレ『僕の秘密☆兵器』８話 ゲスト・垣内 武役 ／ 演出：山田勇人
『トットちゃん』58話 NHKドラマ部・添島部長役／演出：星田良子
『リーガルV元弁護士・小鳥遊翔子』第5話 裁判長役／演出：田村直己
『ハゲタカ』第７、８話帝都重工重役 役／演出：近藤一彦
『あなたには渡さない』第3話 花ずみの客役／演出：Yuki Saito
『仮面ライダージオウ』35話 杉村昭二役／演出：田村直己
テレビ東京
『怨み屋本舗』演出：仁木啓介（教授役）
『週刊赤川次郎』 演出：石川北二／海津始役
『新宿セブン』第６話 教頭先生役／演出：植田泰史

nottv
『女王様のおもてなし』10話・メインゲスト茂木役／演出：萩原将司
WOWOW
『北斗～ある殺人者の回心』平岡茂美裁判長／演出：瀧本智行
『神の手』第4話 医師役／演出：兼重淳

■CM
亀田製菓『柿の種』（２００３）
『NTTドコモ九州』（２００３）
公共広告機構『子供ワクチン』（２００４）
『E-Kara』（２００５）
『中央インテリア』（２００５）
『長野JAバンク』シェフ役（２００６）
『Denkodo』（２００６．３）
『NTTドコモ携帯-FOMA』父親役（２００５）
『萬有製薬』（２００６．３～９）
サントリー『胡麻麦茶』TVCF（２００７．２～７）
『アートネイチャー』（２００８．６）
小田急『ロマンスカー２００８秋』（２００８．９～１２）
CACIOネットレジ
ニラク・パチンコ
養蜂堂：マカ王
アートネイチャー＜レクア＞
『三井住友信託銀行』
第一三共ヘルスケア
ベアミネラル インフォマーシャル

■WEB
読売巨人軍バイブルムービー（２００７．５～７）
東日本旅客鉄道×ぴあ（２００８．９～２００９．３）
象印『テロンギ』

■舞台
2019年現在も年に2～3本舞台出演中
『父の詫び状』（向田邦子作・‘９３年、’９５年、‘９８年）
『北条時宗』（‘０２年１２月：明治座公演）
『紙屋悦子の青春』
『競馬 勧善懲悪』 短編演劇アンソロジー・参 織田作之助 構成・脚本／坂上朋彦 演出／原田一樹 （『競馬』主役）
『サンクチュアリ』作・演出／和妻きりん
『デンキ島～リカ編～』演出／佐藤健光
『奇妙な幕間狂言』作／ユージン・オニール 演出／原田一樹 チャールズ・マースデン役
『幽霊』作／エンリック・イプセン 演出／原田一樹 マンデルス牧師役
『プラトーノフ』作／チェーホフ 演出／原田一樹
『金色夜叉』作／尾崎紅葉 演出／原田一樹
『赤い鳥の居る風景』演出／原田一樹
『ザ・パイロット』演出／木内稔
『ヴェルダ・マーヨ』演出／木内稔
『秩父国民党』演出／木内稔
『冬の時代をつきぬけて』演出／木内稔
『おかしな２人～女性版～』作／ニール・サイモン
『レスターを探せ』作／ジャック・ジャーキー
『３人姉妹』作／チェーホフ クリィギン役
『疵だらけのお秋』作／三好十郎 演出／鵜山仁
『純産悦子の青春』作／松田正隆 演出／松波喬介 紙谷安忠役（兄）役
『クッキーマン』作／デヴィッド・ウッド 演出／西田堯・藤原新平
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