
                                               

河屋秀俊Kawaya Hidetoshi 

(川屋せっちん改め) 
 

1962年8月8日 164cm B86cm W70cm H83cm 
首廻り37cm ゆき丈78cm 股下71cm 肩幅45cm 頭廻り53cm 靴サイズ24.5cm 

出身地：京都 関西弁  特技：ウクレレ 裁判傍聴 

 
 
 

LUCKY RIVER 



「ACTHISTORY」 
［映画］ 

2020 タナダユキ監督 「ロマンスドール」 

2020 武 正晴監督 「噓八百 京町ロワイヤル」 

2019 いまおかしんじ監督 「れいこいるか」 

2019 大塚恭司監督 「東京アディオス」 

2019 平松恵美子監督  「あの日のオルガン」 

2018 今野恭成監督 「心魔師」  

2018 熊澤尚人監督 「ごっこ」 

2018 鶴橋康夫監督 「蚤とり侍」 

2016 今野恭成監督 「レンコーンの夜」尾形鶴之助役 

2016 瀬々敬久監督 「64」 

2016 阪本順治監督 「団地」 

2015 前田弘二監督 「久保明の日記」 （Webムービー） 

2015 前田弘二監督 「夫婦フーフー日記」  

2015 石井裕也監督 「バンクーバーの朝日」 

2014 佐藤信介監督 「万能鑑定士Ｑーモナ・リザの瞳ー」 

2014 入江悠監督   「日々ロック」 

2013 阪本順冶監督 「人類資金」 

2012 園 子温監督 「ヒミズ」 藤本健吉役 

2011 前田弘二監督 「婚前特急」 

2011 入江 悠監督  「ロックンロールは鳴り止まないっ」 

2011 園 子温監督  「恋の罪」 

2008 阪本順治監督 「カメレオン」 

2008 李相日監督 「タガタメ」The ショートフィルムズ 

2008 三原光尋監督 「しあわせのかおり」 

2007 山田英治監督  「鍵がない」 

2007 長尾直樹監督 「アルゼンチンババア」 

2006 金子俊介監督 「デスノート1」 

2005 田尻裕司監督 ｢ヒモのひろし｣ 

2005 塚本連平監督  「着信アリ2」 

2004 山川  元監督 「東京原発」 

2004 篠田正浩監督 「スパイゾルゲ」 

2004 阪本順治監督 「この世の外へ～クラブ進駐軍」 

2004 中島哲也監督 「下妻物語」 

2004 星  護 監督   「笑の大学」 

2004 吉田良子監督   「ともしび」 

2004 西村晋也監督  「ラブキルキル」 

2004 原  正弘監督   「OLDK」 

2004 金田  敬監督  

「あなたの隣にある話～深夜のマンションで遊ぶ子供  

2003 清水  崇監督   「稀人」 

2003 北野  武監督  「座頭市」 

 

2002 阪本順治監督 「Ｋ・Ｔ」 

2002 三池崇史監督 「金融破滅ニッポン・桃源郷の人々」 

2002 熊井  啓監督 「海は見ていた」 

2002 伊藤秀裕監督 「ピカレスク」 

2002 清水  浩監督 「チキンハート」 

2002 岩本仁志監督 「明日があるさ」 

2001 三池崇史監督  「殺し屋１」 

2001 本広克之監督  「サトラレ」  

2001 田尻裕司監督 「未来H日記」 

2001 松浦雅子監督 「ダンボールハウスガール」 

2001 田崎竜太監督 「仮面ライダーアギト 

2000 阪本順治監督 「顔」 

2000 篠崎 誠監督 「忘れられぬ人々」  

2000 市川 準監督 「ざわざわ下北沢」 

2000 三池崇史監督  「DEAD OF ALIVE・２」 

2000 鈴木雅之監督  「世にも奇妙な物語―映画編」 

2000 田尻裕司監督 「ノーパン痴漢電車・見えちゃった」 

1999 三池崇史監督  「DEAD OF ALIVE」 

1998 阪本順治監督 「愚か者・傷だらけの天使」 

1998 瀬々敬久監督  「冷血の罠」 

1998 手塚 眞監督  「白痴」  

1998 北野  武監督   「HANA-BI」 

1998 瀧島弘義監督 「人妻銀行員・不倫密会」 

1997 黒沢 清監督   「復讐・運命の訪問者] 

1997 黒沢 清監督   「CURE」  

1997 サトウトシキ監督「ROMANTIC MANIA」 

1997 SUBU監督    「ポストマンブルース」 

1997 SUBU監督   「アンラッキーモンキー」 

1997 片岡 亨監督 「TOKYO BEAST」 

1997 神野  太監督  「痴漢の指」 

1997 田尻裕司監督 「イケイケ電車ハメてイカせてヤメない
で」 
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「ACTHISTORY」 
［TV］ 
「二十四の瞳」 
「やんごとなき一族」4話 （村野役） 
「大江戸妖怪ものがたり」2話（番頭役） 
「天才てれびくんhello」 
「70才、初めて産みましたセブンティウイザン」（巻田大輔役） 
「シャキーン ～推理作家おくゆかさん～」駄目出役 
「ボイス」10話 児島浩紀役 
「ポイズンドーターホーリーマザー」（マイディアレスト） 
「我家のヒミツ」 
「夫のちんぽが入らない」 オチャム役 
「よつば銀行 原島浩美がモノ申す！」6.7.最終話 生徒役 
「ミス・シャーロック」hulu 山口昭義役 
「居酒屋ふじ」１話 ２話 
「ボク、運命の人です。」9話 旅館・清掃員役 
「銭形警部」Hulu 3話武田雄二役 
「ミュージアムー序章ー」白石晃士監督wowow佐土原哲雄役 
土曜ワイド劇場「棟居刑事の偽完全犯罪」水野健治役                         
連続ドラマW「夢を与える」犬童一心監督 
「予告犯」 ドラマW  
「劇場霊からの招待状」1話 大学教授役 
NOTTV結婚させてください「愛とトマト」編 （小池康介役） 
「アリスの棘」2話 榎本役 
BeeTV「ラブ・スウィング」前田弘二 監督 
BS –NHKプレミアムドラマ「人生、成り行き」 
「梅ちゃん先生」７話                           
「さばドル」8話 
「相棒10」16話 野橋幸也役 
「ドン☆キホーテ」3.4話 
「怪しき文豪怪談 鼻」李 相日監督 NHK-BS 
「Go Ape」WOWOW 大野伸介監督（雑貨屋の店主） 
「イヌゴエ」 
「マイ☆ボス マイ☆ヒーロー」3.5話 
「左藤四姉妹」 寺十 吾監督 BS-I 
「エコエコアザラク」 9話 
「永遠の恋物語」太宰治篇 
「だます女 だまされる女9」 
「怪奇大家族」8話  
「音の犯罪捜査官・響 奈津子6」  
「リモート」日本テレビ（レギュラー） 
「アイドルを探せ」 
「新宿鮫」         NHK  
「試着室」    冨樫 真監督 
「茂七の事件簿ふしぎ草紙」NHK(準レギュラー) 
「恋の神様」       TBS 
「こいまち」       京都編 
「超光戦士シャンゼリオン」東京テレビ 
「七星闘神」   ２１話ゲスト主役 
「通りゃんせ」      NHK                
「ガリレオ」最終話 
「夢歴長崎奉公」     NHK 
「十時半睡事件帖」    NHK 
「徳川慶喜」 NHK           
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[Vシネマ] 
桜井雅彦監督「実録人妻白書」 
勝 利一監督「伝言ダイアル～媚薬の罠」 
今岡信治監督「実録六本木監禁」 
永岡久明監督「訪問サイコエステ」 
宮坂武志監督「岸和田愚連隊」 
金田 敬監督「スーパー女子高生」 
高橋 厳監督「くりいむレモン」 
  [CM] 
「キャビン」 
「秋本食品 旬のいろどり」 
「JA 共済年金」 
「みちのく銀行 自動車ローン」 
「NECバリュースター」 
「日立」 ラジオCM 
「中央三井信託」 
 [PV] 
「ウルフルズ」 「マスミサイル」  「フロウ」  
「ファイヤーボール」 「セックスマシンガンズ」  

「コールターオブザディーパーズ」「かりゆし
58」 

  
  

 
 


