
ぜひ、映像資料（QRコードでご覧いただけます）をご覧下さい。
写真で見るより高い演技力といい表情を見ていただけます。
海外案件のオーディション合格率が非常に高いです。
弊社が自信を持ってお奨めするいい俳優です。

身長：177cm 体重：70kg B：95cm W：82cm H：93cm S：26.5cm
免許：普通自動車免許、大型自動二輪免許、第二種電気工事士資格

㈱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   www.a-selection-pro.jp

1971年12月29日（48）/東京都出身／特技：キックボクシング、パソコン

映画『新聞記者』吉岡（ヒロイン）の父役／演出：藤井道人
NHK『西郷どん』第８話 重臣役 演出：岡田健
日本テレビ「ドロ刑 警視庁捜査三課」5話 井上役／演出：大谷太郎
日本テレビ「ボイス110緊急指令室」第１話 検事役／演出：大谷太郎
テレビ朝日「東京独身男子」第６話・７話 服部実役／演出：樹下直美、タナダユキ
フジテレビ「シグナル～長期未解決事件捜査班｣ 第3話 監査官役 ／演出：鈴木浩介
テレビ東京「手紙」定時制高校の先生役／演出：深川栄洋

近年の出演作品

渡部 遼介 Ryosuke Watabe



2019年9月よりOA中！三菱UFJ信託銀行「こころを託す物語」WEBドラマCM「年金」

2019年6月よりOA中！富士ゼロックス コメディタッチCM ApeosPort-VII 複雑な複合機



2019年5月よりOA中 webシステムサブスクストアCM アイディア迷走編／これいいじゃないか編

2018年1年間OA CM 花王ウルトラアタック 博士役＜カレー、キムチ鍋、てりやきバーガー編＞



短編映画「望郷」 監督：月野木 隆 （2015年制作/16mm） 主演・鳥羽健一

2018年～2019年OA中！WEBドラマCM 届いたメール編【LIFULL介護公式】



SUBARU 相似形 XV “Similar Figures” 兄・マコト役
監督：Mitsuyo Miyazaki



NHK大河ドラマ「花燃ゆ」 弘中勝之進 役／演出：渡邊良雄、末永 創
吉田松陰と同じく投獄された野山獄の囚人。獄中で弘中が詠んだ句に松陰をはじめ皆が感銘を受ける。



渡部遼介 出演作品

■映画

2021「キャラクター CHARACTER」 監督：永井聡 ／産婦人科医役
2020「クローゼット」 監督：進藤丈広／久松義男役
2019「新聞記者」 監督：藤井道人／吉岡（ヒロイン）の父役
2018「ゆずりは」 監督：加門幾生／矢野克也役
2016 「シン・ゴジラ」 監督：樋口真嗣／金融担当大臣秘書官役
2016 「海賊と呼ばれた男」 監督：山崎貴／記者役
2015 「楽園」 監督：月野木隆／主演：鳥羽健一役
2012 「連鎖」 監督：高橋コウジ／リョウ役
2011「イヤータグ」 監督：山岸謙太郎／崎守役
2011 「ミロクローゼ」 監督：石橋義正／ヤクザ役
2010 「青い種」 監督：川野弘毅監督／主演 ※08年東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭
2009 「侠宴 ～実録・阿形充規の半生～」 監督：辻裕之
2009 「嘘つき女の明けない夜明け」 監督：熊谷まどか／山下光也役
2008 「Give and Go －ギブ アンド ゴー」 監督：森英人／主人公の父役
2007 「アディクトの優劣感」 監督： 藍河兼一／吉永役 ※日台合作映画
2007 「化け石」 監督：桑島岳大
2006 「熱帯歌のその後」 監督：大石健弘／杉山悠治役
2005 「Wiz/Out」 監督： 園田新監督／殺し屋役
2004 「サイヴァイ」 監督：桑島岳大／主演 ※第24回ブリュッセル国際ファンタスティッ
ク映画祭
2005 「亡国のｲｰｼﾞｽ」 監督：阪本順治／秘書役
2002「宿 YADO 月夜野村山姥伝説」 監督：木澤雅博／自警団団員役
2001 「イマジナリーライン」 監督：伊刀嘉紘監督／カイ役 ※Weiterstadt映画祭（独）
2001 「VERSUS」 監督：北村龍平／中ボス役
2001 「ＢROTHER」 監督：北野 武／組員役
2000 「9-NINE」 監督：香月秀之
1999 「生きたい」 監督：新藤兼人／宅配業者役
1997 「冷たい血 AN OBSESSION」 監督：青山真治
「ハッピーライフ」 監督：伊刀嘉紘監督／カイジ役※Weiterstadt映画祭（独）
「葉櫻の頃にゑひて」 監督：野村ミナコ／芳井一樹役
「INGA!」ZOLTAR制作 英達役
「ドリーム・パーソナリティー」 監督：岩田雄介／拓哉役
「Jewel」 監督：shin
「Rhythm」 Focus Infinity Production



NHK
「聖女」 第７話 演出：日比野朗／雑誌記者役
「キャロリング～クリスマスの奇跡～」第２話 演出：塚本連平／俊介の父役
「花燃ゆ」 第５・６・7話 演出：末永創／弘中勝之進役
「アシガール」第９話 第10話 笠を被った男役／演出：中島由貴、鹿島悠
「西郷どん」第８話 重臣役 演出：岡田健
「Miss!?ジコチョー」最終回 教授／演出：福井充広
「エール」第80回 役人役／演出：橋爪紳一朗

日本テレビ
「怪盗 山猫」 第9話署員役／演出：小室直子
「妖怪人間ﾍﾞﾑ」発見する村人役／演出：狩山俊輔
「フランケンシュタインの恋」第１話 リポーター役／演出：狩山俊輔
「ドロ刑 警視庁捜査三課」5話井上役／演出：大谷太郎
「ボイス110緊急指令室」第１話 検事役／演出：大谷太郎
「わたし旦那をシェアしてた」6、8話 松田敏朗役／演出：湯浅弘章、林雅貴

ＴＢＳ
「埋葬された愛」茜の男役／演出：宮田吉雄
「十津川警部シリーズ１７」 仙堂明役／演出：脇田時三
「ｱｹﾞｲﾝ～ﾗｳﾞ・ｿﾝｸﾞをもう一度～」高梨海人役

／演出：堀場正仁、小森耕太郎
「女性保安員二階堂雪①～③」土屋直人役

／演出：真船匡氏、松島稔
「被害者の妻」 小野田純一役／演出：松田耕二、国貞泰生
「MOZU Season２ ～幻の翼～」監督：羽住英一郎／広報官役
「ホワイトラボ」 最終話 係員役／演出：酒井聖博

MBS
「SEDAI WARS」スピンオフ 官房長官役／演出：坂本浩一

フジテレビ
「フラジャイル」第9話担当医役／演出：城宝秀則
「永遠の君へ」行きずりの男役／演出：奥村正彦、牧時範、村松弘之
「地獄の花嫁3 殺意のｼﾞｭｰﾝﾌﾞﾗｲﾄﾞ」／演出：伊藤寿浩
「真珠夫人」 成田順平役／演出：西本淳一、藤木靖之、大垣一穂
「私が恋愛できない理由」医者役／演出：石井祐介
「蜜の味～A Taste of honey～」
「FIRST CLASS 2」 第5話 探偵役／演出：西浦正記
「シグナル～長期未解決事件捜査班｣ 第3話 監査官役／演出：鈴木浩介
「TWOWEEKS」第１話 カジノの男役／演出：本橋圭太
｢絶対零度 未然犯罪潜入捜査｣9話 本部指揮官役／演出：品田俊介

「アンサングシンデレラ 病院薬剤師の処方箋」
１０話 外科部長役／演出：田中亮

「朝顔２」１３話 五味役／演出：阿部雅和

テレビ朝日
「人類学者・岬久美子の殺人鑑定6」 鑑識員役／演出：藤岡浩二郎
「はぐれ刑事純情派 PART11」犯人の同僚役／演出：息邦夫
「Tears～妹のはなし～」兄役／演出：山川直人
「大惨事！～ﾂｱｰﾊﾞｽ転落！～」高島吉彦役／演出：松尾昭典
「兄弟」 門下生役／演出：石橋冠
「相棒2」苫篠孝一役／演出：広川貴美子
「はみ出し刑事情熱系 PART2」 演出：阿部雄一
「匿名探偵」 第８話 サキの父役／演出：塚本連平
「刑事7人」 第６話 警官役 ／演出：及川拓郎
「トットちゃん」58話三倉プロデューサー役 ／演出：星田良子
「激アツ!!ヤンキーサッカー部」前編 岡野の父役／演出：小松隆志
「東京独身男子」第６話、７話 服部実役／演出：樹下直美、タナダユキ
「ドクターX 大門未知子 シーズン6」第1話 財務部長役／演出：田村直己

テレビ東京
「孤独のグルメ」サラリーマン役／演出：宝来忠昭
「殺しの嬢王蜂」被害者の父親役／演出：濱谷晃一
「保育探偵 25時」 恵の父役／演出：国本雅広
「空白の起点」 佐伯淳平役／演出：塚本連平
「ヤっさん〜築地発！おいしい事件簿〜」7話部下役／演出：小林義則
｢手紙｣定時制高校の先生役／演出：深川栄洋
「女子グルメバーガー部」福田総料理長役／作・演出：村上大樹
「ウルトマンZ」８話 大富豪役／演出：坂本浩一

■テレビ

㈱アルファセレクション 担当：美斉津 090-8870-7795
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「SUBARUﾌｫﾚｽﾀｰ」 ﾒｲﾝ／監督：Mitsuyo Miyazaki
「ｻｯﾎﾟﾛｷﾞﾈｽﾋﾞｰﾙ」 ﾒｲﾝ
「明治乳業」 ﾒｲﾝ
「SEGA 街」 ﾒｲﾝ
「SEGA かまいたちの夜2」 ﾒｲﾝ
「ﾋﾟｴﾄﾛﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ」 ﾒｲﾝ
「KIRIN ラガービール 同窓会篇」
「KIRINﾉﾝｱﾙｺｰﾙﾋﾞｰﾙFREE」
「ＪＴ缶コーヒー」
「大同生命」 デザイン事務所社長役
「太平洋クラブ」
「オムロン」
「au」
「ＮＴＴ東日本」
「ケイオプティコム」メイン
小田急ロマンスカー2018
ロマンスカー2018
花王ウルトラアタックNEO
SiGHTViSiT「NINJA SIGN「北村忍者登場」篇

テモナ株式会社
通販統合webシステムサブスクストア
フジゼロックスApeosPort-VII
三菱UFJ信託銀行「こころを託す物語 ＃05年金」
https://youtu.be/Wd2Ey3TmcFs

■CM

■舞台

「CRAZY HOST RETURNS」本多劇場星屑の会／水谷龍二演出 野村仁役
「親友」 ﾄﾑ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ／水谷龍二 作・演出 主演
「ﾃﾞｨｱ･ﾊﾟｰﾌﾞﾛヴｨﾁ」 紀伊国屋ｻｻﾞﾝｼｱﾀｰ／工藤剛士作・演出 幸内伸介役
「ASIAN BUTTERFLY」劇団 time limits：野島拓也演出
演劇集団BAC「マルグリット」脚本・演出

■WEB

「EXERCISE DEAD」ﾎﾘﾌﾟﾛ制作 監 督本杉 淳悟／主演木元役

■DVD

2012 「六本木ヤンキー戦争」 組長役／監督：小南敏也
2008 「ルームメイト Room Mate」 隣人役／監督：永岡久明

ＷＯＷＯＷ
「コールドケース」真田豊役／演出：波多野貴文
「プラチナタウン」村役場職員役／演出：鈴木浩介
「MOZU Season２ ～幻の翼～」広報官役／演出：羽住英一郎

CS時代劇
「松平定知の藤沢周平をよむ4」主演／演出：小川典

U-NEXT
『連続殺人鬼カエル男』1話、7話 有識者役／監督：熊澤尚人

https://youtu.be/Wd2Ey3TmcFs

