
生年月日
サイズ
特技
免許
芸歴

テレビ

長谷川　葉月 (はせがわ　はづき)

1969年８月２０日　　血液型　B型　　東京都出身
身長154cm　体重51kg　B88cm　W75cm　H91cm　靴23.5cm
殺陣　朗読  仕舞　水彩画　日本画  
普通自動車
劇団かたてま天花粉シアター(平成２年)　久世七曜会(平成11年)

映画

2015年　信長協奏曲 (東宝 松山博昭監督)
2009年　必死剣鳥刺し　(東映　平山 秀幸監督)

2012年　遺留捜査　(警察官役)　(EX)
2010年　桂ちづる診察日録　（女囚おつね役）　(NHK)
2008年　スーパーモーニング『時空ミステリー男装の麗人　川島芳子』 （川島芳子役） (EX)
2001年　ドラマ『カバチタレ』(温泉芸者役)
1999年　さわやか３組・担任の先生の同窓会(NHK教育)  lcupid(sky perfect TV)ナレーション

舞台

2014年～17年　武蔵野の歌が聞こえる　（NPO現代座）
2003年～06年　ザ・ウインズ・オブ・ゴッド(劇団青芸)
2002年　真田幸村九度山の脱出(日光江戸村)　勝　麟太郎の悪銭退治(登別伊達時代村)
2001年　神様のおくりもの(朗読劇)
2000年　APARTMENT(プロデュース公演)
1999年　女人謹製(Office有象無限)
1998年  HUG(Office有象無限)
1997年　夏の夜の貘(劇団一跡二跳)　柔らかな水おだやかな水(Office有象無限)

インターネット

2004年　jaPRIDEインタビュアー(自分史ネットTV局)

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



本名
生年月日
サイズ
特技
免許

映画

普通自動車免許

2017年　侍まらそん (セディックインターナショナル　監督：バーナード ローズ)　所作指導補
            散り椿　(東宝　監督：木村大作)　所作指導補
2010年　桜田門外ノ変　(東映　佐藤純彌監督)
2009年　必死剣鳥刺し　(東映　平山 秀幸監督)

小林　蘭（こばやし　らん）

1981年１月１１日　　血液型　Ｂ型　　東京都出身

殺陣　日舞坂東流　　ダンス　　バドミントン　　フルート　　一輪車
身長163cm　体重50kg  B88cm　W59cm　H88cm　靴23.5cm

小林　恵　(こばやし　めぐみ)

2019年　 螢草 菜々の剣(NHK) 殺陣指導補

テレビ

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070





生年月日
サイズ
特技

　　　・ＳＨＡＲＰアクオス・静岡新間巨刊Ｔｒドコモ東海・アサヒ飲料十六茶・東邦ガス／四国ガス

松本　栄美(まつもと　えみ)

1986年3月14日  埼玉県出身
身長　163cm　　B　84cm  W64cm  H94cm  S23.5cm
日本舞踊・歌

2015年　信長協奏曲 (東宝 松山博昭監督)

映画

舞台

2013年10月　.comet「マルスフィクション」鰐塚千恵役 出演
　　　　　 8月 エビビモpro.「BUGEI-X」沖田スージー役 出演
2012年 9月 .comet「ヘロペ」ベルコ役 出演
2011年12月 ステージ倶楽部カンパニー「女中たち」ソランジュ役 出演
　　　　　 3月 笹塚放課後クラブ「ラブ・レター」看護婦役 出演
2010年 9月 ステージ倶楽部カンパニー「お気に召すまま」シーリア役 出演
　　　 　  3月 HYBRID PROJECT「独りの国のアリス」グリフォン役 出演
　　　　 　4月 .comet「アーサー・パイソン」橘明日香役 出演
2009年11月 ステージ倶楽部カンパニー「ヴェニスの商人」ジェシカ役 出演
2008年11月 ステージ倶楽部カンパニー「オセロー」エミリア役 出演
2007年11月 ステージ倶楽部カンパニー「ワーニャの決断」幸子(ソーニャ)役 出
 　　　　　8月 劇団ドラマチッカーズ「嘯き鏡」出演
2006年10月 ステージ倶楽部カンパニー「シラノ・ド・ベルジュラック」マルコ役

テレビ

2019年　麒麟(きりん)がくる(NHK)　チーフ 演出：大原拓

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技

　　　・ＳＨＡＲＰアクオス・静岡新間巨刊Ｔｒドコモ東海・アサヒ飲料十六茶・東邦ガス／四国ガス

長野県元気作り支援金助成金獲得 2010年度総務大臣賞受賞 作品

竹内　美晴(たけうち　みはる)

1984年2月1日
身長　155cm　　B　88cm  W 55cm  H 87cm
殺陣・乗馬・中国武術

舞台

「ロミオとジュリエット」 ティボルト役
AXC(福島東口駅前アックス)こけら落とし公演
「エンターテイメント活劇 マクベス」　フリーアンス役 マクダフ夫人役

映像

「The Skeletons in the Closet/異界百物語～Jホラーの秘密を探る～」

「神話の劇場　当世小谷田楽」

イベント

「アイネス労働組合運動会“I.W.G.P.” inスタジオ・コースト」
「渋谷元氣祭スーパーよさこい2005 表参道ナレーション」
「吉祥寺F&Fビルプロモーション イベントMC」

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技

テレビ

2018年　峠 最後のサムライ (松竹)監督：小泉 堯史
2017年　侍まらそん(セディックインターナショナル) 監
督：バーナードローズ
        散り椿　(東宝)　監督：木村大作
2016年　忍びの国　(ツインズジャパン)　監督：中村義
洋
2015年　真田十勇士(オフィスクレッシェンド)監督：堤
幸彦
        信長コンチェルト (FILM)　監督 ：松山博昭
2013年　蜩の記 (東宝映画)　監督・小泉堯史
2012年　清須会議（東宝映画）　監督・三谷幸喜

2019年　麒麟(きりん)がくる(NHK)　チーフ 演出：大原拓
        螢草 菜々の剣(NHK)
2017年　おんな城主直虎 (NHK)　 演出：渡辺一貴・福井充広
2014年　風の峠　銀漢の賦　(NHKエンタープライズ　川野秀昭監督)　百姓A役
　　　  ナイフの行方　(NHK・shin企画)　監督・吉村芳之
2012年　遺留捜査　(テレビ朝日)　監督・猪崎宣昭・長谷川康・伊藤寿浩
2006年　柳生十兵衛～島原の乱　(NHK)　野武士役
2000年　葵・徳川三代(NHK)
1999年　元禄繚乱(NHK)
1998年　恋するアミパラ(フジテレビ)

2010年　桜田門外ノ変 (東映佐藤純彌監督)海後磋磯之介
役
2009年　必死剣鳥刺し (東映　平山 秀幸監督)
2007年  ICHI (WB　曽利文彦監督)壷振り役
        隠し砦の三悪人 (東宝　樋口真嗣監督)
2004年　隠し剣鬼の爪　(松竹　山田洋二監督)
　　　  蝉しぐれ　(東宝　黒土三男監督)
2003年　ザ・ラストサムライ(WB エドワード・ズウィッ
ク監督)
　　　  草の乱　(神山プロ　神山征二郎監督)
2000年　郡上一揆　(神山プロ　神山征二郎監督)

大岩　匡 (おおいわ　ただし)

1971年7月1日　血液型　O型　　愛知県出身

映画

身長172cm　　体重64kg  B90cm　W78cm　H88cm　靴26.5cm　頭58cm
殺陣　乗馬　和太鼓　スキー　
パラグライダーB級　社交ダンス　野球　普通自動車免許　中型自動二輪

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技
趣味
免許

映画鑑賞　　ツーリング
普通自動車免許　　中型自動二輪免許

映画

2018年　峠 最後のサムライ (松竹)監督：小泉 堯史
2017年　散り椿　(東宝)　監督：木村大作
2016年　忍びの国　(ツインズジャパン)　監督：中村義洋
2015年　真田十勇士 (オフィスクレッシェンド)　監督：堤　幸彦
2013年　蜩の記　　(東宝映画)　監督・小泉堯史
2012年　清須会議　(東宝映画)　監督・三谷幸喜
2010年　桜田門外ノ変(東映)
2009年　必死剣鳥刺し(東映)
2007年  隠し砦の三悪人(東宝)
            ICHI　(WB　曽利文彦監督)

テレビ

2019年　麒麟(きりん)がくる(NHK)　チーフ 演出：大原拓
　　　　　 螢草 菜々の剣(NHK)
2017年　おんな城主直虎 (NHK)　 演出：渡辺一貴・福井充広
2015年　美女と男子　(NHK)
2014年　風の峠　銀漢の賦　(NHKエンタープライズ　川野秀昭監督)　鉄砲衆B役
2012年　遺留捜査　(テレビ朝日) 警察官役
2005年　柳生十兵衛七番勝負　(NHK)

殺陣

西村　正明(にしむら　まさあき)

1976年7月21日　　血液型　B型　　愛媛県出身
身長182cm　　体重7６kg　　B93cm　　W80cm　　H92cm　　靴28cm　頭58cm

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技
資格
趣味

横山 恒平(よこやま　こうへい)

1977年9月27日
身長　173cm　B　91cm  W 78cm  H 92cm  S 26.5cm　頭60cm
殺陣(刀)

2018年　峠 最後のサムライ (松竹)監督：小泉 堯史
2017年　散り椿　(東宝)　監督：木村大作
2016年　忍びの国　(ツインズジャパン)　監督：中村義洋
2015年　真田十勇士 (オフィスクレッシェンド)　監督：堤　幸彦
2013年　蜩の記　　(東宝映画)　監督・小泉堯史
2012年　清須会議　(東宝映画)　監督・三谷幸喜
2013年　清須会議 (東宝　三谷幸喜 監督) 勝家家臣 役
           地獄でなぜ悪い (ビターズ・エンド　園子温 監督) 機動隊 役
           モンスター (アークエンタテインメント 大丸明子 監督)
2012年　BRAVE HEARTS 海猿 (東宝　羽住英一郎 監督) 消防関係者 役
           ファイナル・ジャッジメント (日活　 浜本正機 監督)
            青木ヶ原 (ゴー・シネマ　 新城 卓 監督) 捜査隊 役
2010年　桜田門外の変 (東映　佐藤純弥 監督)

映画

2019年　麒麟(きりん)がくる(NHK)　チーフ 演出：大原拓
　　　　　　螢草 菜々の剣(NHK)
2017年　おんな城主直虎 (NHK)　 演出：渡辺一貴・福井充広
2013年　ストロベリーナイトSP (CX) 鑑識 役
2012年　好好!キョンシーガール (TX)
        　 私と彼とおしゃべりクルマ (CX)
        　 コドモ警察 (MBS)
        　 クレオパトラな女たち (NTV)
        　 ハンチョウ５ (TBS)
         　リーガル・ハイ (CX)　エリート企業マン 役
         　平清盛 (NHK)
2011年　蜜の味(CX) レギュラー外科医 役

普通自動車

TV

舞台小道具(武器作り)

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技

資格

映画

2019年　麒麟(きりん)がくる(NHK)　チーフ 演出：大原拓
　　　　　　倫敦ノ山本五十六(NHK　演出：大原拓) 活動家役
2017年　おんな城主直虎 (NHK)　 演出：渡辺一貴・福井充広
2014年　風の峠　銀漢の賦　(NHKエンタープライズ)　監督・黛りんたろう・川野秀昭

2022年　ベルドックス　(東映　監督：原田眞人)　ウシ役
　　　　　　SUPER SAPIENSS THE BEGINNING　(監督：堤幸彦)　ネアンデルタール人役
2020年　電車を止めるな! (銚子電気鉄道　監督赤井宏次:)
2019年　武蔵　(アークエンタテインメント　監督:三上康雄)
2018年　峠 最後のサムライ (松竹)監督：小泉 堯史)
2017年　散り椿　(東宝　監督：木村大作)
2016年　忍びの国　(ツインズジャパン　監督：中村義洋)
2015年　真田十勇士 (オフィスクレッシェンド　監督：堤　幸彦)
　　　　　　虎影( ファントム・フィルム 監督:西村喜廣)
2013年　蜩の記　　(東宝映画　監督・小泉堯史)
 　　　　　 ヒカリエイガ 『Episode3 「SAMURAI MODE～拙者カジュアル～」』（監督：堀井彩）

TV

児玉純一(こだま　じゅんいち)

1981年7月13日　大分県別府市出身　　
身長　177cm　　体重　78kg　　B　102cm  W60cm  H94cm  S27cm　首周り40cm　頭60cm

普通自動車免許、普通自動二輪免許、中学・高校教員免許（保健体育）、
小学校教員免許、柔道初段、乗馬4級ライセンス、スキューバダイビング

殺陣、乗馬、柔道、日本舞踊、どこでも眠れること

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技
免許

　　　ドキュメンタリー映画ｒいのち薪す人々」劇場公開用予告編ナレーション

　　　・ＳＨＡＲＰアクオス・静岡新間巨刊Ｔｒドコモ東海・アサヒ飲料十六茶・東邦ガス／四国ガス
　　　用ＴＴタウンページ1浅田飴　刊ＴＴドコモ長野

 清水の次郎長　　(テレビ東京)

馬場　哲男(ばば　てつお)

1980年10月22日　　埼玉県出身
身長168cm　体重65kg  B92cm　W84cm　H88cm　靴25cm  頭周り58.5cm
剣道(二段)　　書道(四段)　　将棋
普通免許

映画

2010年　桜田門外ノ変　(東映佐藤純彌監督)
2009年　沈まぬ太陽（東宝　若松節朗監督）
            必死剣鳥刺し　(東映　平山 秀幸監督)

テレビ

　ナレーション
大宮ソニックシティー大ホール学校法人聖学院主催
熊谷花火大会

リチャード三世(ラブェル役)

本庄花火大会

　Ｃ Ｍ
アサヒビール
オフタイム『中吊り偏』

舞　台
マクベス(暗殺者役)

ロミオとジュリエット(エイブラハム役)

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技
免許

殺陣　　乗馬　　器械体操　　トランポリン

2019年　麒麟(きりん)がくる(NHK)　チーフ 演出：大原拓
　　　　　 螢草 菜々の剣(NHK)
2017年　おんな城主直虎 (NHK)　 演出：渡辺一貴・福井充広
2014年　風の峠　銀漢の賦　(NHKエンタープライズ)　監督・黛りんたろう・川野秀昭
             ナイフの行方　(NHK・shin企画)　監督・吉村芳之
2012年　遺留捜査　(テレビ朝日)　監督・猪崎宣昭・長谷川康・伊藤寿浩

テレビ

2018年　峠 最後のサムライ (松竹)監督：小泉 堯史
2017年　散り椿　(東宝)　監督：木村大作
2016年　追憶　(東宝)　監督：降籏康男
             忍びの国　(ツインズジャパン)　監督：中村義洋
2015年　真田十勇士 (オフィスクレッシェンド)　監督：堤　幸彦
             信長コンチェルト (FILM)　監督 ：松山博昭
2013年　蜩の記　　(東宝映画)　監督・小泉堯史
2012年　清須会議　(東宝映画)　監督・三谷幸喜
2010年  桜田門外ノ変(東映佐藤純彌監督)
            必死剣　鳥刺し　（東映　平山秀幸監督）
2005年　戦国自衛隊1549 (東宝　手塚昌明監督)

2003年　新・影の軍団　(シネマパラダイス　宮坂武志・加藤文
明監督)
2000年　漂流街　(東宝　三池崇史監督)
　　　　    ホワイトアウト　(東宝　若松節朗監督)
1999年　サラリーマン金太郎　(東宝　三池崇史監督)
1998年　アンドロメディア　(松竹　三池崇史監督)
1993年　子連れ狼・その小さな手に　(松竹　井上昭監督)
1991年　KABUTO〔兜〕　(ゴードン・ヘスラー監督)
1990年　天と地と　(角川　角川春樹監督)
　　　　   ジパング　(東宝　林海象監督)

高野　弘樹(たかの　ひろき)

1962年11月30日

映画

身長172cm　　体重62kg　　B92cm　　W76cm　　H90cm　　靴26.5cm

普通自動車免許　　自動二輪免許

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技
免許
芸歴

2006年　柳生十兵衛～島原の乱～（ＮＨＫ）
2005年　柳生十兵衛　七番勝負（ＮＨＫ）
2003年　忠臣蔵(TX）
2002年　壬生義士伝（TX)
       　  ナースマン (AX)
2001年　宮本武蔵(TX）

剣客商売　(CX)
御家人斬九朗 (CX)
十時半睡事仕帖  (NHK)

テレビ

岡山　和之（おかやま　かずゆき）

1965年1月26日　　血液型　Ｏ型　　東京都出身
身長182cm　体重78kg  B97cm　W86cm　H98cm　靴27.5cm　頭サイズ59cm
殺陣　　乗馬　　スキー　　バスケットボール　　水泳
普通自動車　　中型自動二輪
㈱J・Ｃ・Ｐ(昭和60年）　　ロンロン企画(平成元年）

映画

2010年　桜田門外ノ変(東映佐藤純彌監督)桜居猪三郎役
2004年　蝉しぐれ　(東宝　 黒土三男監督)
1996年　八墓村 (東宝　市川崑監督)
1995年　 ゴジラ対デストロイア　(東宝　大河原孝夫監督)
199１年　兜　(ショー・コスギ・コーポレーション　 ゴードン・ヘスラー監督）
1992年　落陽　(日活　伴野朗監督)
1990年　天と地と　(角川　角川春樹監督）
1989年　座頭市　(松竹　勝新太郎監督）

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



生年月日
サイズ
資格

西山　啓介(にしやま　けいすけ)

1970年1月24日　　兵庫県出身　O型
身長　187cm　　体重　74kg　　B　93cm  W81cm  H93cm　S28cm　頭59cm
普通自動車免許

映画

2018年　峠 最後のサムライ (松竹)監督：小泉 堯史
2017年　散り椿　(東宝)　監督：木村大作
2016年　忍びの国　(ツインズジャパン)　監督：中村義洋
2015年　信長コンチェルト (FILM)　監督 ：松山博昭
2013年　蜩の記　　(東宝映画)　監督・小泉堯史

2019年　麒麟(きりん)がくる(NHK)　チーフ 演出：大原拓
　　　　　　螢草 菜々の剣(NHK)
2017年 　おんな城主直虎 (NHK)　 演出：渡辺一貴・福井充広
2015年　かぶき者慶次　８話若侍役(NHK　吉村芳之監督)
2014年　風の峠　銀漢の賦　(NHKエンタープライズ)　監督・黛りんたろう・川野秀昭
　　　　　　ナイフの行方　(NHK・shin企画)　監督・吉村芳之

テレビ

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技

2017年　散り椿　(東宝)　監督：木村大作
2015年　真田十勇士　 (オフィスクレッシェンド)　監督：堤　幸彦
2018年　散り椿　(東宝　木村大作監督)
　　　　　　銀魂2　(ワーナーブラザーズ　福田雄一監督)
2017年　探偵はBARにいる３　(東映　吉田照幸監督)
　　　　　 関ケ原　(東宝　原田眞人監督)
　　　　　 銀魂１　(ワーナーブラザーズ　福田雄一監督)
　　　　　 沈黙－サイレンス　( KADOKAWA マーティン・スコセッシ監督 )
2013年　４７RONIN　（カール・リンシュ監督）
2015年　無限の住人　(ワーナーブラザース　 三池崇史監督)
2014年　柘榴坂の敵討　(松竹　若松節朗監督)
2009年　クローズ　ゼロⅡ　(東宝　三池崇史監督)
2000年　どら平太　(東宝　市川崑監督)

2019年　麒麟(きりん)がくる(NHK)　チーフ 演出：大原拓
             螢草 菜々の剣(NHK)
2018年　西郷どん (NHK)
2017年　おんな城主直虎 (NHK)　 演出：渡辺一貴・福井充広

剣客商売
鬼平犯科帳
御家人斬九郎
盤獄の一生
精霊の守り人
ブシメシ!!

TV

鎌田　栄治 (かまだ　えいじ)

1966年3月7日
身長　168cm　体重　72kg　B　98cm　W　85cm　H　97cm
殺陣　アクション　時代所作

映画

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

     TEL 080-8854-0777  担当
FAX 042-662-7065
(急) 090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技
資格

TV

普通自動車免許　中型自動二輪

2017年　忍びの国　(東宝　中村義洋監督)
2011年　山本五十六　(東映　成島出監督)
2010年　雷桜　(東宝　 廣木隆一監督)
2008年　SAKURA～Blue　Eyed　Samurai
　 　　　　 空へ・レスキューウイングス　(角川映画　手塚昌明監督)
2007年　クライマーｽﾞ･ハイ　(東映　原田眞人監督)
2005年　戦国自衛隊１５４９　(東宝　手塚昌明監督)
2004年　RANBU～艶舞剣士～　(フェイスフル＝誠和企画 雑賀俊郎監督)
2002年　宣戦布告　(東映　石侍露堂監督)

武蔵
新選組
特命係長只野
はぐれ刑事純情派スペシャル
柳生十兵衛七番勝負
警視庁捜査一課９係
坂の上の雲
龍馬伝
精霊の守り人
隠密八百八町５、６回

岡　けんじ (おか　けんじ)

1964年9月22日
身長　　170cm　　体重　　57kg　　B　　88cm　　W　　72cm　　H　　88cm　　S　　26cm
殺陣　アクション　乗馬

映画

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

     TEL 080-8854-0777  担当
FAX 042-662-7065
(急) 090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技
資格
趣味

TV

野球、テニス、麻雀
普通自動車第一種免許、普通自動二輪車免許

生駒 利 治(いこま とし はる)

昭和42年3月29日
身長　178cm　　体重　77kg　　B　98cm  W  75cm  H　100cm  S  27cm   頭周り　60cm
殺陣、アクション、器械体操、乗馬

2013年　清州会議撮影(東宝　三谷幸喜監督)
2010年　桜田門外ノ変　(東映佐藤純彌監督)
2007年  隠し砦の三悪人　(東宝　樋口真嗣監督)

1994年  四十七人の刺客 (東映　市川崑監督)
1990年　びんばりハイスクール　(東映クラシックフィルム　 鈴木則文監督)
           押忍！空手部 (松竹　村川透監督)
            ジパング(東宝　林海象監督)
           天と地と　(角川　角川春樹監督)
1989年　ガンヘッド　(東宝　 原田眞人監督)

映画

春が来た (NHK)
武田信玄   (NHK)
火曜サスペンス劇場　野望の国  (NTV)
火曜サスペンス劇場　華の乱  (NTV)
あいつがトラブル　(CX)
教師びんびん物語　(CX)
とんねるずのみなさんのおかげでした　(CX)
鹿鳴館  (EX)

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

     TEL 080-8854-0777  担当
FAX 042-662-7065
(急) 090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技
資格

舞台

シティーボーイズ「真空報告官大運動会
劇団☆新感線「吉原御免状」
新国立オペラ「ドン・カルロ」
六本木歌舞伎「地球投五郎宇宙荒事」
歌舞伎NEXT「阿弖流為」
☆スーパー歌舞伎☆ 「新三国史 Ⅲ」
「ヤマトタケル」

TV

普通自動車一種免許

2013年　清州会議撮影(東宝　三谷幸喜監督)
2007年 隠し砦の三悪人　(東宝　樋口真嗣監督)
2001年　マスク・ド・４１　(ファントム・フィルム　村本天志監督)

流転の王妃　(EX)
世界痛快伝説！！運命のダダダダーン　(EX)

香川 正樹 (かがわ まさき)

1977年6月19日
身長　176cm　　体重　67kg　　B　93cm W 76cm H　98cm S 26cm
殺陣、アクション

映画

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

     TEL 080-8854-0777  担当
FAX 042-662-7065
(急) 090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技

2019年　翔んで埼玉　(東映　武内英樹監督)

 高井 佑輔(たかい ゆうすけ)

1990年12月1日
身長　167.8cm　体重　62.5kg　B　89cm　W　78cm　H　90cm　S　26.5cm  頭周り　56cm
バッティング、短距離走、ナレーション

映画

2019年　麒麟(きりん)がくる(NHK)　チーフ 演出：大原拓
2018年　コンフィデンスマンJP　(CX)
           後鳥羽伝説殺人事件 (TBS)
2017年　明日の約束(KTV)
　　　     雨が降ると君は優しい (Hulu)

TV

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

     TEL 080-8854-0777  担当
FAX 042-662-7065
(急) 090-1437-1070



生年月日
サイズ
資格
芸歴

濱田一也 (はまだ かずや)

1981年1月22日
身長 171 ㎝ 体重 58 ㎏  B 84 ㎝  W 76 ㎝  H 87 ㎝  頭 58 ㎝  靴 26.5 ㎝
第1 種普通自動車免許 普通自動二輪車免許

2011年　逆転裁判　(東宝　三池崇史監督)

TV・CM

2012年7 月〜2013 年3 月 サンコーコミュニケーションズ株式会社（熊本城おもてなし武将隊）出向

映画

水戸黄門、
科捜研の女
おみやさん
京都迷宮案内、
山村美紗サスペンス
刑事魂

2014年10 月 東映京都スタジオ 退所

2004年 東映京都スタジオに所属

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技
免許
芸歴

芸者弁護士（裁判員役）
科捜研の女１２　(EX) 警官Ｂ役
おみやさん　(EX)
京都地検の女　(EX)
刑事１１０キロ　(EX)

２０１０年  東映京都スタジオ所属
普通自動車、大型二輪

井上龍真(いのうえ　たつま)

1985年8月4日
身長　170cm　　体重　70kg　　B　103cm  W 85cm  H 95cm  S 26.5cm　頭60cm
剣道（三段）

ＴＶ

２０１４年  東映京都スタジオ退団

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技
免許

2004年　蝉しぐれ　(東宝　 黒土三男監督)
            隠し剣鬼の爪(松竹映画)
2003年　ザ・ラストサムライ　(WB エドワード・ズウィック監
督)
           草の乱  (神山プロ　神山征二郎監督)
2001年　海はみていた　(日活　熊井啓監督)
2000年　郡上一揆　(神山プロ　神山征二郎監督)
2000年　ジュブナイル (東宝　山崎貴監督)
1996年　スーパーの女 (東宝 伊丹十三監督)
1989年　豪姫 (松竹　勅使河原宏監督)
1991年　陽炎　 (松竹　五社英雄監督)

2017年　おんな城主　直虎　(NHK)
　　　　    花嵐の剣士　(NHK)
2016年　ラストコップ　(AX)
2014年　鼠、江戸を疾る (NHK)
           TEME　(EX)
　         風の峠　銀漢の賦　(nep)
2013年　桜ほうさら　(nep)
2012年　遺留捜査　(EX)
2011年　テンペスト　(NHK)
2010年　桂ちづる診察日録　 (NHK)
2010年　ジロチョー　 (TX)
2007年　柳生十兵衛七番勝負～最後の闘い (NHK)

2006年　柳生十兵衛七番勝負～島原の乱　(NHK)
           怨み屋本舗　(TX)
2005年　柳生十兵衛七番勝負　(NHK)
2004年　新・天までとどけ　5   (TBS)
2003年　新・天までとどけ　4　 (TBS)
2002年　新・天までとどけ　3　 (TBS)
2001年　北条時宗　(NHK)
2000年　SUMMER SNOW  (TBS)
           YASHA    (TX)
           葵　徳川三代　(NHK)
1999年　元禄繚乱 (NHK)
　          cheap love    (TBS)
1998年　尾張幕末風雲録　(TX)

宗円　章浩　(そうえん　あきひろ)

1966年1月29日　血液型　O型　高知県出身

映画

身長176cm　体重110kg　B113cm　W111cm H110cm 靴27cm　頭サイズ64cm
殺陣　擬闘

テレビ

普通自動車　中型自動二輪

2019年　武蔵　(アークエンタテインメント　三上康雄監督)
2015年　信長協奏曲 (東宝 松山博昭監督)
2014年　蜩ノ記　（東宝　小泉堯史監督）
2013年　清州会議撮影(東宝　三谷幸喜監督)
            桜田門外ノ変(東映佐藤純彌監督)
2010年　すてきな金縛り(東宝　三谷幸喜監督)
2009年　必死剣　鳥刺し（東映　平山秀幸監督）
2008年　RAIN FALL  　(SPE  マックス・マニックス監督)
           BALLAD 名もなき恋のうた　(東宝　山崎貴監督)
2007年　ICHI (WB　曽利文彦監督)
　         隠し砦の三悪人　(東宝　樋口真嗣監督)
2006年　SILK ( フランソワ・ジラール 監督)
  　　　　 椿三十朗　　(東宝 森田芳光監督)
           どろろ　　(東宝 塩田明彦監督)

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070



生年月日
サイズ
特技

舞台

曽根崎心中(国立小劇場）　　花月亭の女たち（名鉄ホール）　　油屋おこん（中日劇場）

テレビ

大江戸捜査網　　徳川無頼帳　　誇りの報酬　　江戸中町奉行所

闇の花・小猿七之助（演舞場）　　刀化粧（演舞場）　　花影の花（東宝）
杉　良太郎公演（明治座）

○黄桜　　○風林火山　　○アリナミン　　○日清　　その他

慶喜（ＮＨＫ）　　双子探偵（ＮＨＫ）　　すずらん（ＮＨＫ）

CM

大島　光幸（おおしま　みつゆき）

昭和２３年９月１１日　　長崎県出身

平成22年　桜田門外ノ変(東映)日下部三郎衛門訳

映画

赤毛　　新撰組　　幕末　　ジパング　　影武者　　ザ・イコールズ　　兜

身長175cm　体重82kg  B110cm　W82cm　H91cm　靴25.5cm
殺陣　　乗馬　　詩吟　　古武道　　剣道　　杖道　　居合

(有)　久世七曜会
〒193-0944　東京都八王子市館町1097-3-6 204

 　　　　　　　 TEL 080-8854-0777　　　　担当
FAX 042-662-7065

　(急)  090-1437-1070




