
尾関 伸次　Shinji    Ozeki
※2018年尾関伸嗣より改名

1980年1月18日／岐阜県出身・土岐市観光大使／東濃弁　
　　　　　　
　　　　　 　　　　　　　　　　　映像資料URL

１，HP掲載中動画／　
http://www.a-selection-pro.jp/actor/ozeki.html

主演リール【夏の紫陽花】
本編　

https://youtu.be/pcEbjNd1Ci8
メイキング
https://youtu.be/qHS4jSddhoA

㈱アルファセレクション　担当：美斉津　090-8870-7795　am@a-selection-pro.jp   
　　　　　TEL：03-3698-7486　FAX：03-5243-751　〒107-0062　東京都港区南青山2-2-15　ウィン青山942号　



㈱アルファセレクション　担当：美斉津　090-8870-7795　am@a-selection-pro.jp   
　　TEL：03-3698-7486　FAX：03-5243-751　　〒107-0062　東京都港区南青山2-2-15　ウィン青山942号　

尾関 伸次　Shinji    Ozeki

　　　　　　　

特技：東濃弁、殺陣・現代アクション（2004年～現在)
         ボクシング、パソコン　

　趣味：マラソン  
　（ホノルルマラソン・新宿シティハーフマラソン出場等）
　
　免許：普通自動車免許、普通自動二輪免許、　
　　　　　PADIオープンウォーター

身長：176ｃｍ　体重：60㎏　
B:96ｃｍ　W:75ｃｍ　H：85ｃｍ　S：27.5ｃｍ



NEWS

２０２２年６月～OA！
WOWOW×ハリウッド共同制作
　　　　オリジナルドラマ

　　『TOKYO VICE』（全8話）
　　　第3話・第7話/8話（戸澤の主治医役）

　　　　　マイケル・マン監督
　　　　　　×東京アンダーグラウンド
WOWOWにて2022年4月２４日（日）～
独占放送・配信！
https://www.wowow.co.jp/drama/original/tokyovice/

2月24日より配信中！
尾関伸次主演ショートドラマ

「SDGｓ17のストーリー　
美味しい料理は誰の為にあるのか」
カリスマフレンチシェフ
　　　　剣崎悠也役
本編

https://youtu.be/sXcGxoia6qE

尾関伸次SNS
　・Twitter　https://twitter.com/ShinjiOzekihttps　 
　・Facebook 　 https://www.facebook.com/shinji.ozeki.9

TVCMOA中！尾関伸次主演
エスビー食品 町中華シリーズ　
【第一弾】
町中華シーズニング「俺たちの聖域」篇
https://youtu.be/2hoDLKE73w8
【第２弾】
「週末店主」篇 30秒　キャンペーンあり
https://youtu.be/nMHRetEMds0　

ホノルルマラソン参加

2023年1月期ドラマ【罠の戦争】
           8・10話
　鶴巻紀次役
（鶴巻幹事長（岸部一徳さん）の息子）





2023年公開中
アクターズリール企画・原案・主演

　　　　【夏の紫陽花】

本編　

https://youtu.be/pcEbjNd1Ci8
メイキング
https://youtu.be/qHS4jSddhoA



第69回カンヌ国際映画祭短編部門公式上映　

映画【鼻歌～humming～】主演
　　　　　　　　（監督：佃尚能）　

2020公開映画【クローゼット】メインキャスト　高木昇役　（監督：進藤丈広）

【映画】



【２０２2】　
『海岸通りのネコミミ探偵』　　　　　　　　　三浦隼人役　　　　　　　　　　　　　　　　　　監督：進藤丈広

【２０２１】　
『劇場版シグナル』　　　　　　　　　　　　　　板垣の秘書官役　　　　　　　　　　　　　　　監督：橋本一
『劇場版　奥様は、取扱注意』　　　　　　　記者・増田直志役                               監督：佐藤東弥

【２０２０】
『クローゼット』　　　　　　　　　　　　　　　　　メインキャスト高木昇役　　　　　　　　　　　監督：進藤丈広
『アメリカの夢』 　　　　　　　　　　　　　大楠俊一、氏田正成 役＜主演＞          監督:大塚信一

【２０１９】
『新聞記者』　                                       記者役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監督：藤井道人

【２０１６】
短編「鼻歌」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小津役＜主演＞ 　　　　　　　　　　 監督：佃 尚能
48Hour Film Project Tokyo グランプリ　
アトランタ　フィルマパローザ映画祭　/第69回カンヌ国際映画祭短編部門正式上映作品

『あなたもまた虫である』（公開待機 )        中山健司役＜メインキャスト             監督：戸田幸宏　

【２０１２～2017現在も各国映画祭にて招待作品上映】
USC制作作品『TSUYAKO』       神田欣也役＜メインキャスト＞                       監督:MITSUYO MIYAZAKI（HIKARI）
アウトフェスフィルムフェスティバル／カンヌフィルムフェスショートフィルム部門／
パームスプリングス国際短編映画祭　最優秀監督賞・オーディエンスアワード第２位
ショートショートフィルムフェスティバル inASIAオーディエンスアワード／グアナホート国際映画祭　最優秀外国語短編映画賞
ロードアイランド国際映画祭　短編映画部門　etc…

【２０１5】
『シュミレーション』 後藤真司役＜主演＞ 監督：松本動
『セシウムと少女』 喜寿彦役 監督：才谷遼　

【２０１４】
『るろうに剣心 京都大火編』 石川士族・杉本乙菊役 監督：大友啓史
『サル・ウィンドウピリオド』 瀬川伸治役 監督：葉山陽一郎
『イン・ザ・ヒーロー』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監督：武正晴　

【２０１３】
『Father ～俺の屍を越えてゆけ～』 佐藤真一 役＜主演＞ 監督：杉山嘉一
『東京ハロウィンナイト』　　　　　　　　　　　　　　                　　　　　　　　　　　　　　　　 監督：岡田まり
『情事』 櫻井亮 役＜主演＞ 監督：葉山陽一郎

【２０１１】
『ふるさとがえり』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監督:林弘樹
『聯合艦隊総司令官　山本五十六』 吉岡実隊長役 監督：成島出

【２０１０】
『THE　OSHIMA　GANG　』 草薙真役＜主演＞ 監督：葉山陽一郎
『nude』 城崎役　 監督： 小沼雄一
『蕾斬魔剣』 永田夢乃介（天狗）役 監督：荒木憲司

【２００９】
『イサク』 黒木伊作役＜主演＞ 監督：いまおかしんじ
仏映画　『INJU』 平田一郎　役 監督：バーベット・シュローダー
『重力ピエロ』 学生時代の葛城由紀夫（連続強姦犯）役 監督：森淳一
『６０歳のラブレター』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        監督：深川栄洋
『ハゲタカ』 アカマ自動車社員役 監督：大友啓史
『月の映画～selenography～』 ＜主演＞　　　         監督：久遠仁太
『ひぐらしのなく頃に　誓』 借金男・及川中役　　　　 監督：及川中

【２００８】
『探偵事務所５～メイド・イン・ドリーム～』 田島俊介役　　            監督：杉山嘉一
『落語娘』 ディレクター・宮下役　　　　　　　 監督：中原俊

【２００７】
『メイド・イン・ヘブン』 監督：成田尚哉

【２００６】
『バルトの楽園』 エンゲル音楽教室・倉本役  監督：出目昌伸
『Ｉ aｍ　日本人』 メインキャスト前田隆之役　　　　　　　 監督：月野木隆
『紀子の食卓廃墟ドットコム』 監督：園子温

【２００５】
『フライ・ダディ・フライ』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監督：成島出
『苺の破片』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監督：中原俊
『隣人１３号』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監督：井上靖雄
『深紅』　金髪のウェイター・吾郎役　　　　　　　　　　　　 監督：月野木隆



ＮＨＫ
『陽だまりの樹』レギュラー　　 小野鉄太郎（山岡鉄舟）役 演出：藤尾隆、山内宗信、岡野宏信
『新選組血風録』 レギュラー　 三番隊組長・斉藤一役　　　　　 演出：清水一彦、西谷真一、佐々木善春
『陽炎の辻』　第１話 山尻頼禎役 演出：西谷真一
『Q・E・D』　第１話ゲスト　 熊倉修一役 演出：伊勢田雅也　
『つばさ』　第１、２週  演出：西谷真一　  
『気骨の判決』 吉田幸男役 演出：柳川強
『龍馬伝』　第６話 金子重之輔（松陰の弟子）役 演出：真鍋斎
『ゲゲゲの女房』 高村刑事役 演出：一木正恵
『隠密八百八町』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                 　　　　　　 演出：一色隆司
『ビターシュガー』　2話 映画俳優役 演出：西谷真一
『八重の桜』　第5話・7話 岡田以蔵 役 演出：末長創、一木正恵
『大岡越前』　第9回 坂口 役 演出：森本浩史
『酔いどれ小籐次』  第4話 殿ヶ谷素伝 役 演出：西谷真一
『軍師　勘兵衛』 第2話 織田信之（信長の実弟）役 演出：田中健二
木曜時代劇『吉原裏同心』　第１話 脇谷勘兵衛役 演出：西谷真一
木曜時代劇『風の峠』　最終話 馬渕五郎左衛門役 演出：黛りんたろう
『アシガール』第1回・3回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陸上部顧問先生役　　　　　　　　　　　　　　　演出：中島由貴
2018年朝ドラ『半分、青い。』岐阜ことば（東濃弁）指導＆出演　　英語教師・山田先生役（18.20回）　　　　　 　演出：田中健二、土井祥平、橋爪慎一朗　ほか
『あさイチ　永野芽郁サプライズゲスト』
『フェイクニュース』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最上陣営役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 演出：佐々木善春
『デジタル・タトゥー』4話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演出：橋爪紳一朗
『Miss!?ジコチョー　～天才・天ノ教授の調査ファイル～』最終回　 教授役                                                演出：福井充広
『麒麟がくる』第18回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明智光綱（光秀の父）役　　　　　　　　　　　 演出：佐々木善春
『赤ひげ3』第2回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 信次役                                               演出：皆川智之　
『エール』22週（107回）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛田先生役　　　　　　　　　　　　　　　　　　   演出：松園武大
『今ここにある危機と僕の好感度について』全5回　　　　　　　　　　広報課主任・谷山役レギュラー　　　　　　　　演出：柴田岳志、堀切園健太郎
『大富豪同心2』5話・6話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坂内歳三役　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　演出：清水一彦、福井充広
『青天を衝け』第21回～25回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水戸藩士・加治権三郎役　　　　　　　　　　　 演出：田中健二／川野秀昭／黒崎博

日本テレビ
『フェイスメーカー』 第７話ゲスト　 高津涼役 演出：大塚徹
『秘密諜報員エリカ 』 第2話ゲスト　 千葉祐介役 演出：植田尚
『ドS刑事』  第１０話 ゲスト 西岡直輝役 演出：山田信義 
『ぼくのいのち』                                                   血液内科・本間役 演出：国本雅広

ＴＢＳ
『大都会の女たち』＜メインキャスト＞ 片岡ケン役     演出：出目昌伸 
ＢＳ『恋する日曜日～恋の唄～』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉田保役　         　　　　　　  　　　  演出：中原俊
『家に五女あり』＜準レギュラー＞ 望月雅彦役　　　           演出：清水満、堀口明洋
『水戸黄門』   ４０部・１３話ゲスト 誠吉役　　　　　　　　　            演出：矢田清巳
『ハンチョウ〜警視庁安積班〜』   第7話                          谷靖人巡査役　　　　　                      演出：酒井聖博
『クロコーチ』　第5・6話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐野満　役　　　　　　　　　　 　　　　　　 演出：渡瀬暁彦・岡本伸吾
『湯けむりバスツアー～桜庭さやかの事件簿5』　　　　 ホテルフロントマン役 演出：新村良二
『隠蔽捜査』　最終話　                                                                   岸谷刑事役　　　　　　　　　　　　　 演出：岡本伸吾
『ホワイトラボ警視庁特別科学捜査班』    第7話                          記者・小沢和貴役　                            演出：酒井聖博
『SAKURA』　第8話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 宇野俊介役　　　　　　　　　　　　　　　 演出：鈴木浩介　
『悪党たちは千里を走る』 レギュラー    警視庁捜査一課・倉持孝行役                  演出：岡本伸吾・田中健太 

■テレビ

テレビ朝日
『特命係長　只野仁』 第１６話                                          ホスト・光役     　　　　　　                演出：秋山純
『タクシードライバーの推理日誌27』　　　　　　　　　　　　                                                                    演出：吉田啓一郎
『仮面ライダー電王』ゲスト　 ピアニスト：奥村祐希役　　　           演出：長石多可男
『エンゼルバンク』 第3話                                               石原役　　　　　　　　　　　　　　　          演出：今井和久
『新警視庁捜査一課９係』 第３話                                   　 日下部仁志役　　　　　                        演出：吉田啓一郎
『アナザーフェイス〜刑事総務課・大友鉄〜②』　　　　　　    　 富田役                                       演出：内片輝
『遺留捜査3』　第1話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 主演俳優 役                            　       演出：長谷川康
『私の嫌いな探偵』  第7話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 矢島達也 役　　　　　　　　　　　　　        演出：塚本連平
土曜ワイド劇場 『東京駅お忘れ物預かり所７』ゲスト　 井山正則役　　　　　　　　　　　　　　　　    演出：吉田啓一郎
『TEAM-警視庁特別犯罪捜査本部-』  第３話　                     下山刑事役　                                     演出：新村良二
『警視庁捜査一課9係』  第3話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 猪狩育夫役　　　　　　　　　　　           演出：新村良二
土曜ワイド劇場『監察官　羽生宗一　２』　                                      井上光也役                          演出：吉田啓一郎
『天使と悪魔　未解決事件匿名交渉課』ゲスト　 橘裕規役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 演出：植田尚　　
ドラマスペシャル『検事の死命』                                                   多田博役                                                 演出：池澤辰也 
『ドクターX　大門未知子　シーズン６』　　　　　　　　　　　　　　　　　二色の長男役　　　　　　　　　　　　　　　　　  演出：松田秀知
『警視庁・捜査一課長2020』7話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊木昇 巡査役　　　　　　　　　　　　　　　　　 演出：木川学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



テレビ東京
『パートタイム探偵2』　　　　　　　　　　　 演出／三池崇史
『鉄道警察官　清村公三郎⑧』　　　　　　　　　　　　　　　                                                              演出／吉田啓一郎
テレビ東京開局５０周年記念ドラマ　『刑事』 久本刑事役　                                     演出／水谷俊之
水曜ミステリー　『トカゲの女』　 営業マン風の男役　　　　　                   演出／児玉宜久
『保育探偵25時　花咲慎一郎は眠れない！』　第2話　3話ゲスト　元木茂徳役　　　　　　　　　　　　　　      演出／日比野朗
『ミラクルちゅーんず』38話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今野役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 演出／西海謙一郎
『ウルトラマンジード』16話                                                                 ゴドー＝ウィン役                                             演出／坂本浩一
『記憶捜査』2話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 篠村誠役                                             演出／塚本連平
『駐在刑事 season2』第1話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒木達彦役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 演出／小林義則
『呪縛 警視庁強行犯係・樋口顕』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仲村和之 役                                              演出／児玉宜久

WOWOW
『私という運命について』                                             　 海外事業部社員役　　　　　　　           演出／瀧本智行
『モザイクジャパン』　第4話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 男優役　　　　　　　　　　　　　　                  演出／水田伸生
『TOKYO VICE』＃3、7    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸澤の担当医                                      監督／ジョセフ・クボタ・ワディッカ

nottv
『女王様のおもてなし』　第2話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 秘書松田役　　　　　　　　　　　　　　　        演出／萩原将司

イマジカBS
『MOSAIC-CANADA-』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　水島尚樹役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 演出／杉山嘉一

2016.3-2018.3　ハウスメイト　パパ役
2016.7-10　小田急ロマンスカー2016夏　パパ役
2016.9-2017.9　エバラ食品「プチッと鍋　一人前の愛　編」パパ役
2016.10-2018.10　 花王「クリアクリーン」メイン家族
2016.9-2018.9　 TOYOTA自動車 「シエンタ」パパ役
2013-2019　 興和㈱バンテリンサポーター
2011-2015 SUBARU～Your Story～相似型／監督：
　　　　　　　　　　　　　　Mitsuyo Miyazaki（HIKARI）
2016 .9-2019.11　セゾン 「大人の自動車保険」夫役
2019.9-2020.9　　ハウス食品Ｌ137乳酸菌「ドリンク篇／コンビニ篇」
2019.11-　三井不動産
2020.2- SUBARU～Your Story～かくれんぼ／監督：金井純一
2020.10-　アクサ生命「健康経営」WEB

関西テレビ制作タクフェス春のコメディ祭2017「わらいのまち」

作・演出／宅間孝行　寂漣役　　

　＠東京グローブ座（東京）・中日劇場（名古屋）、

兵庫県立文化センター

キネマ旬報 『Acteurアクチュール』

PHP社ムック本『新選組血風録　完全ガイドブック』

2017/03/14　『週刊女性』CMイケメン特集　３ページカラー

㈱アルファセレクション　担当：美斉津　090-8870-7795　am@a-selection-pro.jp   

　　TEL：03-3698-7486　FAX：03-5243-751　　〒107-0062　東京都港区南青山2-2-15　ウィン青山942号　

■ＣＭ

■舞台

■書籍

フジテレビ
『永遠の君へ』準レギュラー ホスト・ナオキ役    　　　　　   　　　　　　 演出／牧時範
『死ぬかと思った！LOVE SONGS』＜主演＞　 三枝章 役　　　　　　　　　　　　　　　 演出／日比野朗
『モメる門には福きたる』  第4週ゲスト　 片桐正和役　　　　　　　　　　　　　　　 演出／村田忍
『明日の光をつかめ　2013夏』レギュラー　　　　　　　　　　　 杉田克己 役　　　                  演出／阿部雄一、今井和久、植田尚
『フラジャイル』 第４話ゲスト 安田博之役                                  演出／城宝秀則 

■スチール
2019.5-2020.6　ニコレット

2020/04/20～岐阜県土岐市観光大使として
｢観光大使がもてなす読書のとき事業｣にて
＿＿＿　家にいる子供たちのために＿＿＿
土岐市HP　https://youtu.be/Lbw6a9LHvCQ
童話読み聞かせ配信中！
『手袋を買いに』『くもの糸』『赤いろうそくと人魚』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


