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橋本じゅん 

 

Hashimoto Jun 
 

1964年2月25日生／兵庫県出身 
168cm／64kg／B97 W82.5 H89／靴26.0cm 

 

1985年「銀河旋風児SUSANOH」より劇団☆新感線に参加。以
降、なくてはならない存在として数々の劇団公演に出演。代表作
となった「直撃！ドラゴンロック」シリーズで演じた主役・剣轟
天に宮藤官九郎が惚れ込み、自身の演劇ユニット『ウーマンリブ』
にて剣轟天を主役とした作品「轟天vs港カオル」を上演するなど、
その魅力に魅せられる業界関係者も多く、客演でも多くの話題作
に出演している。また「ピーターパン」「HEADS UP！」「レ・
ミゼラブル」にも続投するなどミュージカル俳優としても活躍。
近年はテレビドラマでも存在感の光るバイプレイヤーとして注
目を集めている。 
 

＊2022.10.6（土）スタート！ BS-TBS 木曜ドラマ23「帰らないおじさん」レギュラー出演！

＊2022.10.9（日）スタート！ 連続ドラマW「シャイロックの子供たち」レギュラー出演！ 
＊2022.10.28（金）スタート！ EX 金曜ナイトドラマ「最初はパー」レギュラー出演！ 

＊2023.1.27（金）全国公開！ 映画「THE LEGEND & BUTTERFLY」 
 

主な舞台：劇団☆新感線 公演 

2000年 8月 阿修羅城の鐘 BLOOD GETS IN YOUR EYES 新橋演舞場 他 

2001年 3∼4月 野獣郎⾒参∼BEAST IS RED∼  シアターアプル 他 

 8∼9月 大江戸ロケット  ⻘山劇場 他 

 11∼12月 直撃！ドラゴンロック３∼轟天対エイリアン ＊主演 赤坂ACTシアター 他 

2002年 8月 アテルイ 新橋演舞場 

 12∼1月 七芒星 赤坂ACTシアター 他 

2003年 8∼9月 阿修羅城の鐘 BLOOD GETS IN YOUR EYES  新橋演舞場 他 

 12∼2月 レッツゴー！忍法帖 サンシャイン劇場 他 

2004年 4∼6月 髑髏城の七人＜アカドクロ＞ 新国立劇場中劇場 他 

 12∼1月 SHIROH  帝国劇場 他 

2005年 3∼4月 荒神∼AraJinn ⻘山劇場 他 

 9∼10月 吉原御免状  ⻘山劇場 他 

2006年 8月 メタル マクベス  ⻘山劇場 他 

2007年 7∼8月 犬顔家の一族の陰謀 ∼金田真一耕助之介の事件です。ノート  サンシャイン劇場 他 

2008年 7∼8月 五右衛門ロック 新宿コマ劇場 他 

2009年 3∼5月 蜉蝣峠 赤坂ACTシアター 他 

 10∼11月 蛮幽⻤ 新橋演舞場 他 

2010年 3∼4月 薔薇とサムライ∼GoemonRock OverDrive 赤坂ACT 他 

 10∼12月 鋼鉄番⻑ ＊主演    サンシャイン劇場 他 

2011年 4∼5月 港町純情オセロ ＊主演 赤坂ACTシアター 他 

2012年 4∼7月 シレンとラギ ⻘山劇場 他 

 12∼1月 ZIPANG PUNK∼五右衛門ロックⅢ 東急シアターオーブ 他 
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2014年 3∼5月 蒼の乱 東急シアターオーブ 他 

2015年 5∼9月 五右衛門vs轟天 ＊主演 赤坂ACTシアター 他 

2016年 3∼5月 乱鶯     新橋演舞場 他 

 8∼10月 Vamp Bamboo Burn∼ヴァン！バン！バーン！∼  赤坂ACTシアター 他 

2017年 9∼11月 髑髏城の七人 Season風 IHIステージアラウンド東京 

2018年 7∼8月 メタルマクベス disc1 IHIステージアラウンド東京 
 11∼12月 メタルマクベス disc3 IHIステージアラウンド東京 

2019年 3∼4月 偽義経冥界歌 フェスティバルホール 他 

主な舞台：客演 

1997年 7月 自転車キンクリートSTORE 例の件だけど、   演出：鈴木裕美 紀伊國屋サザンシアター 

1998年 1月 第３回OMSプロデュース 夏休み  演出：いのうえひでのり 新梅田シティワンダースクエア内特設テント 

 2月 メイシアタープロデュース 新・曽根崎心中  吹田メイシアター 

 9月 カメレオン会議 たしあたま  演出：竹内銃一郎 本多劇場 

1999年 4月 リリパットアーミー第35回公演 破天⻤  演出：わかぎえふ 本多劇場 

2001年 6∼7月 パルコ・サードステージプロデュース Vamp show  演出：池田成志 シアター・ドラマシティ 

2002年 3月 天保十二年のシェイクスピア 演出：いのうえひでのり 赤坂ACTシアター 

 5∼6月 KOKAMI@network vol.4 幽霊はここにいる   演出：鴻上尚史 紀伊國屋サザンシアター 

2003年 4月 NODA・MAP第9回公演 オイル  作・演出：野田秀樹 シアターコクーン 

2004年 7月 阿佐ヶ谷スパイダースPREMIUM 真昼のビッチ∼The Bitch Shouts in the Midday.∼ 

    作・演出：⻑塚圭史 シアターアプル 他 

 9月 ウーマンリブvol.8 轟天vs港カヲル ∼ドラゴンロック！⼥たちよ、俺を愛してきれいになあれ∼ ＊主演 

   作・演出：宮藤官九郎 サンシャイン劇場 

2005年 7∼8月 大人計画 キレイ ―神様と待ち合わせした⼥―  作・演出：松尾スズキ シアターコクーン 他 

 12月 Team ARAGOTO vol.1∼Strong Play of The World∼ エビ大王   演出：岡村俊一 ⻘山劇場 他 

2006年 2月 阿佐ヶ谷スパイダース 桜飛沫  作・演出：⻑塚圭史 世田谷パブリックシアター 

 8∼9月 噂の男 演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ パルコ劇場 

 10月 獅童流 森の石松 演出：本木克英 新橋演舞場 

 12∼1月 NODA・MAP ロープ 作・演出：野田秀樹 シアターコクーン 

2007年 11∼12月 テイクフライト  演出：宮本亜門 東京国際フォーラム 他 

2008年 1∼2月 冬の絵空 世田谷パブリックシアター 

 4月 風林火山−晴信燃ゆ− 作・演出：石川耕士 日生劇場 

 10月 私生活 演出：ジョン・ケアード シアタークリエ 

2009年 1∼2月 冬の絵空 演出：鈴木勝秀 世田谷パブリックシアター 

 7∼8月 ブロードウェイミュージカル ピーターパン   演出：松本祐子 東京国際フォーラム 他 

2010年 1月 ブロードウェイミュージカル ファニー・ガール  演出：正塚晴彦 赤坂ACTシアター 他 

 7∼8月 ブロードウェイミュージカル ピーターパン  演出：松本祐子 東京国際フォーラム 他 

2011年 7∼8月 ブロードウェイミュージカル ピーターパン   演出：桑原裕子 東京国際フォーラム 他 

2011年 10∼11月 彩の国シェイクスピア・シリーズ アントニーとクレオパトラ 演出：蜷川幸雄 さいたま芸術劇場 他 

2012年 1∼2月 シス・カンパニー 寿歌∼ほぎうた∼  演出：千葉哲也 新国立劇場 小劇場 

 8∼9月 雪之丞一座∼参上公演 サイケデリック・ペイン  演出：いのうえひでのり サンシャイン劇場 他 

2013年 4∼5月 二都物語 演出：板垣恭一 東急シアターオーブ 他 

 7∼8月 ブロードウェイミュージカル ピーターパン 演出：桑原裕子 東京国際フォーラム 他 

 9∼10月 音楽劇 それからのブンとフン  演出：栗山⺠也 銀河劇場 他 

2014年 1∼2月 ミュージカル 愛の唄を歌おう   演出：宮本亜門 東急シアターオーブ 他 

 7∼9月 大人の新感線 ラストフラワーズ    演出：いのうえひでのり 赤坂ACTシアター 他 

 11∼12月 ブエノスアイレス午前零時 演出：行定勲 新国立劇場中劇場 他 

2015年 11∼12月 ミュージカル HEADS UP！ 原案・作詞・演出：ラサール石井 KAAT神奈川芸術劇場 他 
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2016年 12月 シブヤから遠く離れて  作・演出：岩松了 シアターコクーン 

2017年 5∼10月 ミュージカル レ・ミゼラブル ＊テナルディエ役 演出：ローレンス・コナー／ジェームズ・パウエル 帝国劇場 他 

 12∼3月 ミュージカル HEADS UP！  原案・作詞・演出：ラサール石井 KAAT神奈川芸術劇場 他 

2019年 5∼9月 ミュージカル レ・ミゼラブル ＊テナルディエ役 演出：ローレンス・コナー／ジェームズ・パウエル 帝国劇場 他 

 12∼2月 大人計画 キレイ ―神様と待ち合わせした⼥― 作・演出：：松尾スズキ シアターコクーン 他 

2021年 5∼7月 ミュージカル レ・ミゼラブル ＊テナルディエ役 演出：ローレンス・コナー／ジェームズ・パウエル 帝国劇場 

 

主なテレビドラマ 

1992年 10月 連続テレビ小説 ひらり  ＊レギュラー 小林雅人役 NHK 

1993年   6月 サスペンス・明日の13章 ひとりぼっちの戦争   KTV 

 7月 火曜サスペンス劇場 京都丹後殺人街道   NTV 

 10月 ドラマ新銀河 親子は他人の始まり   NHK 

1994年   5月 日本名作ドラマ 古都   TX 

 9月 時半睡事件帖   NHK 

1995年 10月 百年の男  米倉登 役 NHK 

1998年 1月 大河ドラマ 徳川慶喜   NHK 

 8月 ドラマ30 幽霊ママ ＊レギュラー MBS 

1999年 1月 御家人斬九郎  ＊レギュラー 新六 役 CX 

 1月 新春ドラマSP お礼は⾒てのお帰り・ナニワのべっぴん刑事・一本木礼子  KTV 

 1月 大河ドラマ 新選組！  第4話 広岡子之次郎 役 NHK 

 2月 新・部⻑刑事 アーバンポリス24  ＊レギュラー 和田一平 役 ABC 

2005年 4月 離婚弁護士II∼ハンサムウーマン  第5話 CX 

 4月 タイガー＆ドラゴン  第9∼11話 目⿊ウルフ商会 梶力夫組⻑ 役 TBS 

2006年 4月 特命！刑事どん⻲  第10話 暴力団幹部 ⻤頭 役 TBS 

  10月 ドラゴンフライ  WOWOW 

 12月 笑える恋はしたくない  第3話 TBS 

2007年 1月 大河ドラマ 風林火山  第31、32話 常田隆永 役 NHK 

 4月 特急田中3号  ＊レギュラー マスター 役 TBS 

 4月 エリートヤンキー三郎  ＊レギュラー 石井武 役 TX 

 7月 陽炎の辻  第5話 宇野源平 役 NHK 

2008年 1月 栞と紙魚子の怪奇事件簿 第1話 NTV 

 1月 未来講師めぐる  第8∼10話 吉田永作 役  EX 

 2月 ハチミツとクローバー ＊レギュラー CX 

2010年 7月 うぬぼれ刑事  田代監督 役 TBS 

 7月 警視庁継続捜査班  ＊第1話ゲスト EX 

2011年 9月 勇者ヨシヒコと魔王の城  ＊第9話ゲスト 怪盗G 役 TX 

2012年 1月 恋愛ニート∼忘れた恋のはじめ方  ＊レギュラー 神山 役 TBS 

 1月 ハングリー！  ＊レギュラー 大楠義明 役 CX 

2013年 1月 火怨・北の英雄 アテルイ伝  延手 役 NHK BS 

 3月 ダブル・ミーニング YES or NO？ 富市耕平 役 CX 

 4月 確証∼警視庁捜査３課  ＊第8話ゲスト 大久保英輔 役 TBS 

 9月 金曜プレステージ 屍活師 ⼥王の法医学  井畑信二 役 CX 

 10月 リーガルハイ  ＊第7話ゲスト 郷田 役 CX 

  10月   夫のカノジョ  第7、8話 立花勝 役 TBS 

2014年 1月 松本清張ドラマスペシャル 三億円事件   EX 

 4月 開局55周年特別番組 松本清張スペシャル 時間の習俗 田浦 役 CX 

 6月 リバースエッジ 大川端探偵社 ＊第8話ゲスト 梶原 役 TX 

 7月 金田一少年の事件簿N  第8、9話 皇翔 役 NTV 
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2015年 1月 私たちがプロポーズされないのには101の理由があってだな LalaTV 

   1月 破門 疫病神シリーズ  第7、8話 BSスカパー！ 

   1月 大河ドラマ 花燃ゆ  第17話 石谷穆清 役 NHK 

 2月 ジャンクション39  NHK-BS 

   4月 戦う！書店ガール  第1話 アリー 役 CX 

   6月 ふたがしら  鉄治郎 役 WOWOW 

  10月 図書館戦争 BOOK OF MEMORIES  ＊レギュラー ⽞田⻯助 役 TBS

 10月 「踊る大宣伝会議、或いは私は如何にして踊るのを止めてゲームのルールを変えるに至ったか。」Season 2 

   第1、3話 ネスレシアター on YouTube 

2016年 1月 連続ドラマW 撃てない警官   WOWOW 

   2月  月曜ゴールデン ⿊ユリ    TBS 

   8月 月曜名作劇場 釣り刑事７ 糸魚川直人 役 TBS 

   9月 ふたがしら２  鉄治郎 役 WOWOW 

   10月 キャバすか学園  第10話 NTV 

2017年   1月 レンタルの恋  第2話 サニー岳山 役 TBS 

   1月 三匹のおっさん  キャッチ松本 役 TX 

   1月 大河ドラマ おんな城主 直⻁   ＊レギュラー 近藤康用 役 NHK 

   2月 スリル！∼赤の章・⿊の章∼  郷田晋二 役 NHK 

   4月 あなたのことはそれほど  ＊レギュラー 花山司 役 TBS 

   7月 ⿊⾰の手帖  第7，8話 渡辺芳彦 役 ANB 

  7月 僕たちがやりました  ＊第10話（最終話）ゲスト CX

  10月 今からあなたを脅迫します  若林亮介 役 NTV 

2018年   2月 天才を育てた⼥房  取り立て屋 役 YTV 

   3月 科捜研の⼥ season17  第16話 山口健一 役 EX 

 3月 闇の伴奏者∼編集⻑の条件 第2，3話 WOWOW 

   4月 家政夫のミタゾノ 第2シリーズ  ＊第1話ゲスト 花沢進助 役 EX 

  4月 ⻄村京太郎サスペンス 十津川警部シリーズ  ＊レギュラー 杉本刑事 役 TBS 

   4月 ミューブ♪∼秘密の歌園∼  市村敦 役 メ∼テレ 

   6月 銀河鉄道999 Galaxy Live Drama  大山トチロー 役 BSスカパー！ 

  7月 捜査会議はリビングで！  ＊レギュラー 名探偵 役（NA） NHK BS 

  8月 世にも奇妙な物語’18 春の特別編「不倫警察」   CX 

 11月 コールドケース２∼真実の扉∼ 第4話 WOWOW 

  11月 今日から俺は！！  第4話 喫茶店マスター 役 NTV 

 11月 チェイス 第2章 ＊レギュラー 牧田亮太 役 Amazon 

2019年   6月 緊急取調室 3rd SEASON  第8話 木崎勝則 役 EX 

   8月 連続テレビ小説 なつぞら  佐藤利之 役 NHK 

   9月 刑事7人 シーズン5 第10話 山口敏也 役 EX 

  10月 ドクターY∼外科医・加地秀樹  柏原太郎 役 EX 

  10月 ４分間のマリーゴールド  ＊レギュラー 原田治 役 TBS 

2020年   2月 捜査会議はリビングで おかわり！  ＊レギュラー 名探偵 役（NA） NHK BS 

 2月 福井発地域ドラマ シューカツ屋  叶野仁志 役 NHK BS 

 3月 陰陽師  賀茂保憲 役 EX 

 3月 連続テレビ小説 エール  第12週 アナザーストーリー 閻魔大王 役 NHK 

 6月 MIU404  ＊レギュラー 陣馬耕平 役 TBS 

 10月 極主夫道  ＊レギュラー 大城山組⻑ 役 YTV 

 10月 共演ＮＧ ＊レギュラー スポーツ紙芸能デスク 中川 役 TX 

 11月 連続テレビ小説 エール  第21週 駒込英治 役 NHK 

 11月 閻魔堂沙羅の推理奇譚  向井鉄矢 役 NHK 

 11月 相棒 season19  第6話ゲスト 松野優太 役 EX 
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2021年 1月 DOCTORS∼最強の名医∼ 2021新春スペシャル 東京よつば銀行・平賀洋二 役 EX 

 1月 バイプレイヤーズ∼名脇役の森の100日間∼ 橋本じゅん（本人）役 TX 

 4月 恋はDeepに ＊レギュラー 鴨居正 役 NTV 

 4月 桜の塔 ＊レギュラー 刈谷銀次郎 役 EX 

 4月 ゆるキャン△２ ⻫藤潤 役 TX 

 7月 漂着者 ＊レギュラー 橋太 役 EX 

 7月 #家族募集します ＊レギュラー ⿊崎徹 役 TBS 

 10月 ソロモンの偽証 ＊レギュラー 茂木悦男 役 WOWOW 

2022年 1月 新聞記者 ＊レギュラー 入来武彦 役 Netflix 

 1月 ファイトソング ＊レギュラー 立石正嗣 役 TBS 

 1月 仮面ライダーリバイス ＊レギュラー 赤石英雄 役 EX 

 1月 封刃師 ＊レギュラー 五百津肇 役 ABC 

 1月 駐在刑事 Season3 第3話ゲスト 吉井修郎役 TX 

 4月 受付のジョー ＊レギュラー 藤堂武徳 役 NTV 

 5月 カナカナ ＊レギュラー 大門 役 NHK 

 6月 ダブル ＊レギュラー 社⻑ 役 WOWOW 

 7月 OTHELLO ＊レギュラー 重森孝久 役 ABC/KTV 

 8月 ふたりの背番号4 ＊レギュラー 熊田真一 役 ABC 

 9月 5分後に意外な結末 第2週∼うそつき∼ 清水誠 役 YTV・NTV 

 10月 シャイロックの子供たち ＊レギュラー 石本浩一 役 WOWOW 

 10月 帰らないおじさん ＊レギュラー 常田さん 役  BS TBS 

 10月 最初はパー ＊レギュラー 利根川周郎 役  EX 

主な映画 

1999年  10月 梟の城 監督：篠田正浩  東宝 

2005年   3月 ローレライ 監督：樋口真嗣  東宝 

2006年 10月 木更津キャッツアイ ワールドシリーズ 監督：金子文紀  アスミック・エース 

2008年   3月 ヘイジャパ！「HEY JAPANESE! Do you believe PEACE, LOVE and UNDERSTANDING?  

  イマドキジャパニーズよ。愛と平和と理解を信じるかい？」 監督：松村亮太郎  ネイキッド 

   5月 隠し砦の三悪人 THE LAST PRINCESS 監督：樋口真嗣  東宝 

2009年   2月 激情版 エリートヤンキー三郎 監督：山口雄大  東映 

  11月 なくもんか 監督：水田伸生  東宝 

2012年 4月 わが⺟の記 監督：原田眞人  松竹 

2013年 4月 図書館戦争 監督：佐藤信介  東宝 

  11月 くじけないで 監督：深川栄洋  松竹 

2014年 5月 薔薇色のブー子 監督：福田雄一  東宝 

 5月 万能鑑定士Ｑ−モナ・リザの瞳 監督：佐藤信介  東宝 

  10月 小野寺の弟・小野寺の姉 監督：⻄田征史  ショウゲート 

2015年 5月 駆込み⼥と駆出し男 監督：原田眞人  松竹 

  10月 図書館戦争 THE LAST MISSION 監督：佐藤信介  東宝 

2016年 1月 ピンクとグレー 監督：行定勲  アスミック・エース 

 6月 MARS ∼ただ、君を愛してる∼ 監督：耶雲哉治  ショウゲート 

 7月 シン・ゴジラ 監督：樋口真嗣  東宝 

 9月 超高速！参勤交代 リターンズ 監督：本木克英  松竹 

2017年 1月 劇場版 新・ミナミの帝王 監督：瑠東東一郎  KATSU-do 

 8月 関ケ原 監督：原田眞人  東宝 

2018年 8月 ⻘夏 きみに恋した30日 監督：古澤健  松竹 

 8月 SUNNY 強い気持ち・強い愛 監督：大根仁  東宝 

  10月 旅猫リポート 監督：三木康一郎  松竹 
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2019年  4月 キングダム  監督：佐藤信介  東宝 

 5月 居眠り磐音 監督：本木克英 松竹 

2020年  10月 罪の声 監督：土井裕泰  東宝 

2021年 4月 バイプレイヤーズ∼もしも100人の名脇役が映画を作ったら∼  監督：松居大悟 東宝 

2022年 3月 KAPPEI 監督：平野隆 東宝 

 6月 極主夫道 ザ・シネマ 監督：瑠東東一郎 ソニー・ピクチャーズ 

 7月 劇場版 仮面ライダーリバイス バトルファミリア 監督：坂本浩一 東映 

主なＣＭ 

2019∼20年  プレゼントキャスト TVer「⾒逃し探偵TVer 予告篇」 

 他、 ハウス食品 ラーメン「好きやねん」 

  興和 コーワ「キャべ２」 

  カルビー かっぱえびせん 

  大阪ガス、エキスポランド、NTT、サンスター、住友生命  等 多数あり 


