
LEGEND Talent Agency 

(株)レジェンド・タレント・エージェンシー  
〒151-0053 東京都渋谷区代々木 4-59-3-1104 TEL：03-6822-1636 FAX：03-6822-1620  

[外画 吹替え] 

・「アクアマン」ネレウス王役 （2019．2 月公開） 

・「BOSCH/ボッシュ」ハリー･ボッシュ役 

・「レモニー･スニケットの世にも不幸なできごと」オラフ伯爵役  

・「ナースジャッキー」 

・「ドローン・オブ・ウォー」ジョンズ（2016.3） 

・「SUPER GIRLS」ハンク（2016） 

・「華政」カン・ジュソン（2016） 

・「ストレイン 沈黙のエクリプス」アイヒホルスト（2015） 

・「インヒアレント・ヴァイス」クリスチャン・F・ビッグフット・ビヨルンセン警部補（2015） 

・「メンタリスト シーズン 3・4・5・6」（2010～） 

・「リベンジ」（2015） 

・「マルコポーロ」フビライ・ハーン（2015） 

・「スポンジボブ」ドルフィン役（2015.5.16 公開） 

・「シンデレラ」大公役（2015.4.25 公開） 

・「クリミナルマインド Season9」（2015） 

［映画］ 

・「ミュータント・タートルズ」シュレッダー役（2015.2.7 公開） 

・「私立探偵ヴァルグ 5 第 2 話」フリッツ役（2014） 

・「G のレコンギスタ」クンパ・ルシータ大佐役（2014） 

・「アベンジャーズ・アッセンブル」ドラキュラ役（2014） 

・「トランスフォーマー/ロストエイジ」サヴォイ役（2014.8/8 公開） 

・「GODZZILA」フリーマン役（2014.7/25 公開） 

・「ルパン三世～次元大介の墓標」ゲスト主役/ヤエル奥崎役（2014.6 月公開） 

・「キャプテンアメリカ/ウィンターソルジャー」ストラッカー役（2014.4 月公開） 

・「ミュータント・タートルズ」シュレッダー役／レギュラー（2014.4/4～） 

・「RUSH～プライドと友情～」テディ・メイヤー役（2014.2/7） 

・「スーパーマン～マン・オブ・スティール～」ゾッド将軍役（’13.8/30 公開） 

・「ホワイトカラー」16 話（2013） 

・「アメイジング・スパイダーマン」ラジット・ラーサ役(イルファーン・カーン) ('12) 

・「ロビン・フッド」ゴドフリー役('11) 

・「アバター」日本語吹き替え('10) 

・「幸せのきずな」主演/ボブ・カーンズ役('09) 

・「マスク 2」クリス役('09) 

・「犬とオオカミの時間」マオ役：チェ・ジェソン('08)    他多数出演 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広瀬 彰勇 

 

AKIO HIROSE 

生年月日：1962 年 1 月 17 日 

出  身：東京都 

血 液 型：O 型 

身  長：173cm S/26.5cm 

趣  味：映画鑑賞、ドライブ、ゴルフ 

特  技：ギター 

資  格：普通自動車免許、大型自動二輪 

音  域：下の G から上は A まで地声可能 

 

・1980 年／アクト青山（俳優、渥美国泰氏主宰） 

・1990 年／劇団四季入団 

 多くの作品で主演・メインキャストを演じる。  

・2006 年／退団 

 映像、吹き替え、ナレーション等、活動の場を広げる。 
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 [舞台]  

・「LULU」（２０１９．２/28～３/１０ 赤坂 RED シアター 

・「しとやかな獣」（2019．1 月 東京芸術劇場シアターウエスト） 

＜劇団四季にて（'90～'06）＞ 

・「鹿鳴館」 清原永之輔役（'06） 

・「スルース（探偵）」 アンドリュー・ワイク役（'04）・「オンディーヌ」 侍従役（'03） 

・「ハムレット」 クローディアス役（'01） 

・「ライオンキング」 ザズー、スカ― 役（'00―06） 

・「夢から醒めた夢」 部長役（'97） 

・「美女と野獣」 ムッシュ・ダルク役（’94） 

・「クレイジー・フォー・ユー」 べラ・ザングラー役（'93）  

・「李香蘭」 永井荷風役、斉藤隆夫議員役（'92） 

・「オンディーヌ」水界の王役  演出；浅利慶太（2015 年 4/19～5/5 自由劇場）  

・「Dietrich(ディートリッヒ)」('12.10/29～11/4 青山劇場 / 11/16～11/19 森ノ宮ピロティホール) 

・「2-two-～二人をめぐる二つのストーリー」('12.8/30～9/2 山王 FOREST 大森 theater)  

・響人 第６回公演 「La vie en Rose」 ('12.4/18～4/25 ウッディシアター中目黒) 

・響人 TRYOUT 公演「La vie en Rose エディット・ピアフと 8 人の男の話」('11.12/22～25 APOC シアター) 

・Artist Company 響人「夜の来訪者」 ('11.11/5～13 上野ストアハウス) 

・Artist Company 響人「お月さまのジャン」 （'09 ザムザ阿佐ヶ谷） 

・ブロードウェイ・パペットミュージカル「MAYA THE BEE ～みつばちマーヤの冒険～」ボビー／ スズメバチ兵隊 声の出演('09.4/4 中野 ZERO 小ホール) 

・「Dietrich(ディートリッヒ)」 ('12.10/29～11/4 青山劇場  '12. 11/16～11/19 森ノ宮ピロティホール) 

・「2-two- ～二人をめぐる二つのストーリー」 ('12.8/30～9/2 山王 FOREST 大森 theater) 

・響人 第６回公演「La vie en Rose」 ('12.4/18～4/25 ウッディシアター中目黒) 

・東京パノラマシアター「アダムとイブの椅子取りゲーム」（声の出演） ('12.1/12～1/14 新宿 FACE) 

・響人 TRYOUT 公演「La vie en Rose エディット・ピアフと 8 人の男の話 ('11.12/22～25 APOC シアター) 

・｢夜の来訪者｣('11.11/5～11/13 上野ストアハウス) 

・劇団四季「クレイジー・フォー・ユー」('11.2/19～9/25） 

・「明日の幸福」（11/5～7 ブディストホール） 

・東宝ミュージカル「エリザベート」 ＜ツェップス役＞ （8/9～10/30 帝国劇場） 

・「オーファンズ～孤児たち～」（'10.4/23～26 ザムザ阿佐ヶ谷） 

（'10.2/6～24 東京国際フォーラムホール C）（2/27～3/1 梅田芸術劇場）（3/7 愛知県芸術劇場） 

・ブロードウェイミュージカル「カーテンズ」 

・「お月さまのジャン」（'09.12/9～14 ザムザ阿佐ヶ谷） 

・Artist Company 響人「哀しみと息子たち」（'09/7.1～5 下北沢小劇場『楽園』） 

・「なよたけ」加藤道夫作 企画：演出 山本健翔 ('09.1/7～12 シアターΧ) 

・「オーファンズ」 ハロルド役 ('08.1/26.27.2/1.2.3 シアター夢の街) 

[TV]  

・CX 金曜プレステージ「ヤバい検事 矢場健３ ～ヤバケンの暴走捜査～」神宮司康則（神宮司総合病院 理事長）（2014.2.14） 

・TBS 「西村京太郎サスペンス 十津川警部シリーズ 47～熱海・湯河原殺人事件～」二階堂秀則役 (2012)    

・NHK 大河ドラマ「平清盛」第 5 回 (2012) 

・EX ドラマスペシャル 「愛・命～新宿歌舞伎町駆け込み寺～」 （2011） 

・TBS「水戸黄門」 相良役 (2008) 

・CX 系 「愛の迷宮」 財前医師役 (2007) 

・WOWOW 「孤独の歌声」長野刑事役(2007) 

・TX ドラマ 24 「死化粧師」高部刑事役 (2007) 

 

[映画・DVD] 

・映画  児玉宜久監督 L＆E 2nd 「妻の恋人」 ('12.12/15～21 池袋シネマ・ロサ) 

・映画 山下敦弘監督「ありふれたライブテープに Focus」 ('13.1/26～2/8 オーディトリウム渋谷) 

・映画 佐藤祐市監督「ストロベリーナイト」 ('13.1/26 公開) 

・映画 ラブストーリーズ 塙幸成監督「逢いびき」出版社編集長役（2014.6 月公開） 

・映画 ラブストーリーズ 石川均監督「LAST LOVE/愛人」カネコ/BAR マスター役（2014.10 月公開） 

・映画 ラブストーリーズ いまおかしんじ監督「妻が恋した夏」黒川役/医者（2014.10 月公開） 

・映画 吉川久岳監督「ひ・き・こ 降臨」武部役/ベテラン刑事（2014.11 月公開） 

・映画 ラブストーリーズ 榎本敏郎監督「農家の嫁/あなたに逢いたくて」大木役/公務員（2014.12 月公開） 

・「極道の教典 3」片岡修二監督（2015） 

[ＣＭ] 

・「すし上等！」（‘16.7 月） 

・「ヤマギワ電器」 

・「スズキセルボ」 

・「資生堂 エリクシール プリオール」('09.6 月～10 月) 

[ラジオ] 

・LF ラジオドラマ『ごめん。～届かなかった手紙～』 父役('07、全 8 話) 

[その他] 

・「きゃりーぱみゅぱみゅのマジカルワンダーキャッスル」ナレーション（‘14.1/18.19） 

・CX NONFIX「福島県警」ナレーション( '12.3/7) 

・新日本フィルハーモニー交響楽団 第 450 回定期演奏会「文豪ゲーテを奏でる男たち」（語り）（'09.9/18,19) 

 

 

 

CM すし上等! 


