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白畑 真逸 Shinichi  Shirahata

身長：178cm 体重：65kg
B：90cm W：75cm H：88cm S：27cm
免許：普通自動車免許、普通自動二輪免許、

ホームヘルパー2級

㈱アルファセレクション 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

am@a-selection-pro.jp

2022年4月～OA
【バイク王～バイクの気持ち篇】バイクの気持ち役



2021『シュシュシュの娘』自警団 千田峰太郎役／監督：入江悠
2021『キャラクター』田口文哉役／監督：永井聡

2020『AI崩壊』コントロールセンター宮森一平役／監督：入江悠
2020『クローゼット』弁護士風の男 田中役／監督：進藤丈広
2019 『マスカレードホテル』 畑中和之役 ／監督：鈴木雅之
2018『ギャングース』 情報役／監督：入江悠
2017『22年目の告白私が殺人犯です』病院の係員役／監督：入江悠
2016 『華魂-幻影-』 映画館観客役／監督：佐藤寿保
2016 『シン・ゴジラ』 内閣審議官役／監督：樋口真嗣
2016 『海賊と呼ばれた男』 店員役／監督：山崎貴
2016 『太陽』 ノクス役人役／監督：入江悠
2016 『鼻歌』 監督：佃 尚能 第69回カンヌ国際映画祭公式上映短編作品
2015 『ＨＥＲＯ』 報道陣役／監督：鈴木雅之
2014 『セデック・バレ』 日本人夫役/ウェイ・ダーション監督 (台湾映画)
2013 『中学生丸山』 監督・脚本：宮藤官九郎／機動隊役
2013 『清須会議』 秀吉派家臣役／三谷幸喜監督

2013 『Father～俺の屍を越えてゆけ～』売人シロ役／監督：杉山嘉一
2012 『究極の幸せ』 原田部長役/速水雄輔監督
2012 劇場版 『臨場』 神奈川県警検視官高椅役／監督：橋本一
2009 『引き出しの中のラブレター』 ラジオ局員役／監督：三城真一
2009 『ハゲタカ』 派遣社員役／監督：大友啓史
2009 『非女子図鑑』 遺跡調査員役／監督：深川栄洋
2008 『青い鳥』 教師役／監督：中西健二
2008 『イエスタデイズ』 海岸散歩の父役／監督：窪田崇
2007 『椿三十郎』 籠付侍役／監督：森田芳光
2007 『西遊記』 衛兵役／監督：澤田鎌作
2003 『COSMIC_RESCUE』 地球防衛軍役／監督：佐藤信介
2000 『五条霊戦記』 検非違使役／監督：石井聰互
1993 『新宿鮫』 刑事役／監督：滝田洋二郎
1989 『開港風雲録 YOUNG JAPAN 』 作業員 役／監督：大山勝美

白畑 真逸 出演作品

■映画

■テレビ
ＮＨＫ
『卒業タイムリミット』第5週 第17，18回 警備員役／演出：中村周祐
特集ドラマ『アイドル』 配属将校役／演出：鈴木航
『エール』第115話 医師役／演出：吉田照幸

『麒麟がくる』第10回武士役／演出：大原拓、
第４３回波多野秀治役／一色隆司ほか

『半分、青い。』第11週64回編集者役／演出：橋爪紳一朗
『龍馬伝』 第46話 上士役
『平清盛』 第２４話 神人役／演出：佐々木善春

Eテレ
『シャキーン』

ＣＳサイエンスチャンネル
『季節が変わる時Ⅲ』

日本テレビ
『リバース・警視庁捜査一課チームZ』海東の上司役／演出：岩本仁志
『ドロ刑-警視庁捜査三課ー』7話医師役/監督：中島悟

『ネメシス』レギュラー鑑識・花田役／演出：入江悠、片桐健滋、岸塚祐季
祈りのカルテ】２話 小林真治役／監督：狩山俊輔
BS日テレ
“Your story with” presents スペシャルドラマ『With your smile』上司役

TBS
『ＪＫは雪女』 第2・3・4話演出：田中誠／刀鍛治役
『妻、小学生になる』 最終話・謎の男 坪井敏雄

『水曜日のダウンタウン』
「開けたら人がいる」が結局一番怖い説（2016年8月10日放送）
「後部座席に人がいる」が結局一番怖い説（2017年3月22日放送）
「ベッドの中に人がいる」が結局一番怖い説（2018年2月28日放送）
「空気砲」（2019年10月30日放送）→白畑自身が騙された回
「全く同じこともう１回やってみましたSP」（2020年9月30日放送）
「サードシートにも人がいる」が結局一番怖い説（2021年8月18日放送）

フジテレビ
『幽かな彼女』 第9・10・11話 準レギュラー秘書役／演出：白木啓一郎
「シグナル 長期未解決事件捜査班」 9話 監督：内片輝／職員役
『モメる門には福きたる』第38・40回ゲスト 太田功役／演出：新村良二
『ナンバMG5』3話 守衛役 演出：品田俊介

カンテレ
『連続殺人鬼カエル男』4話 記者役／監督：熊澤尚人

テレビ朝日
『最後のサムライ・河井継之助』
『都市伝説の女』第５話 議員役／監督：塚本連平
『ゼロの真実』 第5話 葬儀屋役／監督：星野和成
『仮面ライダージオウ』35話 及川順一役監督：田村直己
『BG2～身辺警護人～』１，５，６，７話 上原役 監督：常廣丈太・七髙剛
『24JAPAN 』8話 背広の男役／監督：日暮謙
『あのときキスしておけば』8話 天界の抽選会係役／監督：日暮謙

『特捜9』Season4 8話 工藤の代理人役／監督：豊島圭介
『相棒20』16話 田川浩役／監督：橋本一
『ザ・トラベルナース』1話 バスの運転手役／監督：金井紘

ABCテレビ
『不倫をコウカイしてます』前後編 宇野専務役 監督：酒見顕守

BSジャパン
『ワカコ酒』 第11話 ざる豆腐屋店員役／演出：久万真路

テレビ東京
『執事 西園寺の名推理』第２話 進一・亮司の父親役監督：橋本一
『リーガル・ハート～いのちの再建弁護士～』

第5話 西東京銀行担当者役／監督：楢木野礼

WOWOW
『プラージュ～訳ありばかりのシェアハウス～』裁判長役／監督：吉田康弘
『HOTEL -NEXT DOOR-』最終話/中国人役/監督:御法川修
『鵜頭川村事件』弁護士役／監督：入江悠

『TOKYO VICE』記者役レギュラー
監督：マイケル・マン、ジョセフ・クボタ・ウラディカ、HIKARI

Netflix
『全裸監督シーズン２』第7話 医師役／監督：武正晴



自身が立ち上げたユニットディーセントウォーターで作・演出も手掛ける。
『ことづけ』 【劇団京】
『かめ割り裁判』 【虹企画、グループしゅら】
『万の宮病院始末記』 【虹企画、グループしゅら】
『ロンググッバイ』 【テイクワンオフィス】
『ＣＨＵＪＩ』 【ちょんまげ群団】
『鞍馬天狗』 【ちょんまげ群団】
『からす』 【イエローページ】
『かくも短き不在』 【イエローページ】
『地下室の自画像』 【イエローページ】
『イッツ・オールウェイズ・ダンス』 【イエローページ】
『一人静』 【イエローページ】
『いつか静かに眠る夜は』 【イエローページ】
『幻覚カプセル』 【アクター２１】
『告知』 【アクター２１】
『ファッションショー』 【ニブロール】
『正義はいつも我にあり』 【シグマコミュニケーションズ】
『自由の星たち』 【ディーセントウォーター】 作・演出
『自由の星たち～十六夜～』 【ディーセントウォーター】 作・演出
『自由の星たち～雪割草～』 【ディーセントウォーター】 作・演出
『自由の星たち～新涼～』 【ディーセントウォーター】 作・演出
『ファミリーマネー・ブラザーマネー』 【ディーセントウォーター】
『オムニバスコント公演』 【別役実クラスコント公演】
『真夏の夜の夢』 【オフィスＰＳＣ英語塾】
『オリジナル』 【オフィスＰＳＣ英語塾】
『セントオブウーマン』 【オフィスＰＳＣ英語塾】

■OV
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■舞台

『万事快調』／監督：斉藤ひろし
『呪蔵地帯』／監督：新井澄司
『悦ばしき出来事』 『窓』 『楽屋』／監督：町野弘幸
『演じ屋』／監督：野口照夫
『ＡＮＤ Ｉ』／監督：小村幸司
『ＢＬＡＮＫＹ』／監督：中村英児
『ＴＨＥ ＴＨＥＭＥＰＡＲＫ』／監督：西本悟朗
『未来への贈り物』／監督：多田義彦（劇場、ＴＶ公開作品）
『田園の阿呆』／監督：永見昌弘（水戸短編映画祭準グランプリ）
『ＳＰＩＣＡ』／監督：白川幸司（カンヌ国際映画祭上映作品）
『壊れ行く人』／監督：富樫森
『浅草チェリーボーイズ』／監督：堀井彩
『泳げない人』／監督：堀井彩
『日曜日にはカレーを』／監督：堀井彩

『単騎待ちのリュウ』／監督：藤井徹／メインキャスト出演
『なでしこ』／監督：神田晃 ／メインキャスト出演

■インディーズムービー

伊豆箱根鉄道PRムービー 「伊豆箱根鉄道の13人」
キリンwebCM
「～こんな忘年会は嫌だ！オンライン飲み会あるある10選～」（2020冬）

ナムコ『ベースボールライブ』
エプソン『エプソンカラー～全社一丸編～』
箱根小桶園
ジョージア
サントリーウィスキー
大東建託VP
イーデザイン損保「事故現場でもお任せを」篇

■CM／VP

ZIMMER X PALACE ミュージックビデオ「EXITMAN」超意地悪上司役

■MV





TBS水曜日のダウンタウン【一番怖い説】無表情おじさんとして企画レギュラー

文春オンラインロングインタビュー中掲載写真



【TVCM出演

【TVCM出演】
２０２２年１月～OA！
＿バイクの魂

オンリーワン篇

白畑真逸出演おもしろCM

伊豆箱根鉄道ＰＲムービー
伊豆箱根鉄道の13人」

鉄道駅の擬人化！
白畑真逸の駅は《枚之郷》→無人駅
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