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池田 良 

 
＊2016年 第30回高崎映画祭 

 優秀新進俳優賞「恋人たち」 
 

Ikeda Ryo 
1978年1月27日生／愛知県名古屋市出身 

特技：英会話［英検1 級・TOEIC 950点］ 
ゴルフ、テニス、卓球、スキー、運転［普免］ 

方言：名古屋弁、三河弁 
SIZE 178cm／62kg／B92 W75 H86／靴26.0cm 

 
慶應義塾大学法学部卒業後、外資系コンサルティング会社に就
職。アメリカ勤務を経て27歳の時に俳優を志し、退職。アメリカ
のステラ・アドラー・スタジオ・オブ・アクティングに2度の留学
を経ながら、数々の舞台・ドラマ・CM等に出演。橋口亮輔監督
「恋人たち」（15）では、主演の1人であるゲイのエリート弁護
士役の痛いほどに孤独で繊細な心の動きを見事に演じ、第30回高
崎映画祭で優秀新進俳優賞を受賞した。 
主な映画出演作に「わが⺟の記」（12/原田眞人監督）、「海辺の
町で」（13/廣木隆一監督）、「種まく旅人 くにうみの郷」（15/
篠原哲雄監督）、「ろくでなし」（17/奥田庸介監督）、「ハロー
グッバイ」（17/菊地健雄監督）、「三つの光」（17/吉田光希監
督）、「菊とギロチン」（18/瀬々 敬久監督）「ミッドナイトスワン」（20/
内田英治監督）などがある。 
 

＊好評放送中！  連続ドラマW「HOTEL -NEXT DOOR-」レギュラー出演！ 

  TX木ドラ24「チェイサーゲーム」レギュラー出演！  

 TOKYO MX「アキラくん」第1、4話 
＊全国公開中！  映画「よだかの片思い」 
 

＊2022.10.7（金）スタート！ WOWOWオリジナルドラマ「DORONJO /ドロンジョ】  
＊2022.10.14（金）東京・大阪・名古屋先行→10.28全国公開！ 映画「MONDAYS」 
＊2022.11.4（金）池袋HUMAXシネマズほか全国順次公開！ 映画「炎上シンデレラ」 
＊2022.12.24（土）新宿K's cinemaほか全国順次公開！ 映画「餓⻤が笑う」 
 

＊WebCM配信中 江崎グリコ「セブンティーンアイス」 
  中外製薬 医療関係者と同じ気持ちで「#ある医師の日常」 

 ＊TV-CF放映中 ビッグモーター いちばん感想篇 / みんなで輪唱篇 / オー！ビッグ！篇 

  本麒麟 飲み飽きない味わい篇 明治プロビオヨーグルトLG21 プレゼン篇 

  Panasonic パルックLEDシーリングライト 

  花王 もったいなインタビュー 風呂桶さんと椅子さん篇 
 

主な映画 
2006年 3月 ghost dance 監督：山口円 東北新社クリエイツ 

2008年 5月 丘を越えて 監督：高橋伴明 ゼアリズエンタープライズ／ティ・ジョイ 

2009年 4月 喧嘩高校軍団 特攻！國士義塾VS.朝高 監督：金丸雄一 ブルー・カウボーイ 

2012年 4月 わが⺟の記 監督：原田眞人 松竹 

2013年 3月 海辺の町で 監督：廣木隆一 シネマ☆インパクト 

2015年 3月 ストロボ・エッジ 監督：廣木隆一 東宝 

 5月 種まく旅人 くにうみの郷 監督：篠原哲雄 松竹 

 11月 恋人たち ＊主演 監督：橋口亮輔 松竹ブロードキャスティング／アーク・フィルムズ 
  ＊第30回高崎映画祭 優秀新進俳優賞 
  ＊第89回キネマ旬報ベストテン、日本映画べストテン第1位 ＊第70回毎日映画コンクール日本映画大賞、他多数受賞 
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 11月 流れ星が消えないうちに 監督：柴山健次 アークエンタテイメント 

2016年 6月 夏美のホタル 監督：廣木隆一 イオンエンターテイメント 

2017年 4月 ろくでなし 監督：奥田庸介 C・C・P 

 7月 ハローグッバイ 監督：菊地健雄 アンプラグド 

 7月 獣道 監督：内田英治 サードウィンドウフィルムズ 

 9月 三つの光 ＊主演 監督：吉田光希 シネマ☆インパクト 
  ＊第67回ベルリン国際映画祭フォーラム部門出品 ＊第41回香港国際映画祭コンペティション部門出品  

 9月 ナミヤ雑貨店の奇蹟 監督：廣木隆一 KADOKAWA／松竹 

2018年 4月 短編映画 納豆 ＊SSFF & ASIA2019上映 監督：吉田浩太 - 

      5月 有罪 監督：瀬々敬久 GAGA 

 6月 名前 監督：戸田彬弘 アルゴ・ピクチャーズ 

 7月 菊とギロチン −女相撲とアナキスト− 監督：瀬々敬久 トランスフォーマー 

 10月 私の奴隷になりなさい第3章 おまえ次第 監督：城定秀夫 KADOKAWA2019年

 1月 愛唄−約束のナクヒト− 監督：川村泰祐 東映 

 3月 こどもしょくどう 監督：日向寺太郎 パル企画 

 5月 パラレルワールド・ラブストーリー 監督：森義隆 松竹 

 6月 劇場版 パタリロ！ 監督：小林顕作 HIGH BROW CINEMA 

 9月 劇場版 そして、生きる 監督：月川翔 WOWOW 

 9月 家族あわせ 第3話∼はなればなれになる前に 監督：田口敬太 ルネシネマ 

 10月 解放区 監督：太田信吾 SPACE SHOWER FILMS 

 12月  幸福な囚人 監督：天野友二朗 株式会社ABCライツビジネス 

2020年  4月 愛なき森で叫べ 監督：園子温 Netflix 

 9月 ミッドナイトスワン 監督：内田英治 キノフィルムズ 

 9月 劇場版 田園ボーイズ 監督：⻄海謙一郎    AMGエンタテインメント 

 10月 本気のしるし 劇場版 監督：深田晃司 ラビットハウス 

 11月 焦げ。 監督：比嘉一志 - 
  ＊田辺・弁慶映画祭／福岡インぺデント映画祭／滋賀国際映画祭2020 他、多数の映画祭で上映 

2021年 1月 さんかく窓の外側は夜 監督：森ガキ侑大 松竹 

 1月 花束みたいな恋をした 監督：土井裕泰 東京テアトル・リトルモア 

 5月 明日の食卓 監督：瀬々敬久 KADOKAWA/WOWOW 

  ＊第14回田辺・弁慶映画祭 コンペティション部門観客賞 ＊Japan Connects Hollywood 2020 ノミネート 

 9月 由宇子の天秤 監督：春本雄二郎 ビターズ・エンド 
  ＊第71回ベルリン国際映画祭パノラマ部門正式出品 ＊釜山国際映画祭ニューカレンツアワード受賞 他多数 

2022年 4月 やがて海へと届く 監督：中川龍太郎 ビターズ・エンド 

 4月 マイライフ、ママライフ 監督：⻲山睦実 ムービー・アクト・プロジェクト 

  ＊第14回田辺・弁慶映画祭 コンペティション部門観客賞 ＊Japan Connects Hollywood 2020 ノミネート 

 4月 セクシャルドライブ  story1「納豆」＊主演 監督：吉田浩太 シャイカー 

  ＊第50回ロッテルダム国際映画祭出品 ＊第44回モスクワ国際映画祭招待 

  ＊62回テッサロニキ国際映画祭招待 ＊第45回香港国際映画祭招待 

 5月 マイスモールランド 監督：川和田恵真 バンダイナムコアーツ 

 9月 よだかの片思い 監督：安川有果 ラビットハウス 

主なドラマ 

2006年 4月 柳生十兵衛七番勝負 島原の乱   第５話「戒めの剣」NHK 

 10月 アンナさんのおまめ  EX 

 10月 土曜ワイド劇場 30周年特別企画 法医学教室の事件ファイル23 EX 

 11月 月曜ゴールデン 離婚妻探偵  TBS 

2007年 1月 水曜ミステリー9 捜査一課 見当たり班 鷹子の眼  TX 

 11月 中学生日記 僕は、ここにいる。∼父と子の闘争日記∼  第３話「秋」NHK 

2008年 3月 中学生日記 僕は、ここにいる。∼父と子の闘争日記∼  第４話「冬…そして、春」NHK 

 6月 ⽩と⿊  CX 

2009年 9月 金曜プレステージ ホストの女房  CX 
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2011年 10月 まちドラ∼東京OL処世術∼   第12∼13話 TBS 

2012年 10月 Den of Horror ∼ホラーの巣窟∼ EXERCISE DEAD ∼死のエクササイズ∼ Youtube 

2013年 3月 ソドムの林檎    WOWOW 

2014年 2月 山田太一ドラマスペシャル 時は立ちどまらない  EX 

 11月 水曜ミステリー9 トカゲの女  TX 

2015年 8月 水曜ミステリー9 ビート 警視庁強行犯・樋口顕  TX 

2016年 7月 グ・ラ・メ！∼総理の料理番∼   第7話 EX 

 8月 月曜名作劇場 制服捜査3  TBS 

2017年 5月 残酷な観客達   第10話 NTV 

 10月 相棒 Season16  第４話 EX 

 12月 チェイス 第1章   キャスター 金子修介役 Amazon 

2018年 1月 三島由紀夫「命売ります」  episode3 ゲスト BSジャパン 

 1月 99.9 −刑事専門弁護士− SEASONII   TBS 

 2月 バイバイ、ブラックバード  第1話 WOWOW 

 4月 執事 ⻄園寺の名推理                       第3話 TX 

 5月 家政夫のミタゾノ  第3話 EX 

 6月 ダブル・ファンタジー  レギュラー WOWOW 

 7月 ハゲタカ  第2∼3話 EX 

 7月 捜査会議はリビングで！  ＊レギュラー 遠山達也 役 NHK BS 

 10月 深夜のダメ恋図鑑  第1∼2話 EX 

2018年 11月 僕とシッポと神楽坂  第7、8話 EX 

 11月 神ノ牙−JINGA−  第8話 TOKYO MX 他 

2019年 2月 ハケン占い師アタル  第4話 EX 

 3月 月曜名作劇場 隠蔽捜査∼去就∼  TBS 

 3月 絶叫  第2話 WOWOW 

 4月 小説王  第1∼2話 CX

 4月 坂の途中の家  第3話 WOWOW 

 5月 仮面同窓会  第2∼5話 CX 

 7月 セミオトコ  ＊レギュラー 相田新平 役 EX 

 8月 W県警の悲劇  第4話 BSテレ東 

 8月 そして、生きる  WOWOW 

 10月 本気のしるし   第9話 メ∼テレ 

2020年     2月 捜査会議はリビングで おかわり！  ＊レギュラー 遠山達也 役  NHK BS 

 12月 コールドケース３ ∼真実の扉∼   第2話 WOWOW 

2021年 1月 にじいろカルテ  ＊レギュラー 雨尾結城（まじょたく君）役 EX 

 4月 珈琲いかがでしょう  第２話 芸能スカウト役 TX 

 4月 半径５メートル  第２話 NHK 

 4月 生きるとか死ぬとか父親とか  第４話 店員 役 TX 

 7月 推しの王子様  第1.2話 井上慶太 役 CX 

2022年 2月 湯あがりスケッチ  第7湯 ひかりTV 

 5月 ヒヤマケンタロウの妊娠  Netflix 

 5月 カナカナ  第19話 中田隆一 役 NHK 

 6月 空⽩を満たしなさい  全5話 NHK 

 7月 5つの歌詩  ＃1「空を読む」 スターチャンネル 

 9月 アキラくん  第1、4話 TOKYO MX 

 9月 HOTEL -NEXT DOOR-  ＊レギュラー 桜井徹 役 WOWOW 

 9月 チェイサーゲーム  ＊レギュラー 本田久雄 役 TX 

 10月 DORONJO / ドロンジョ  布部 役 WOWOW 
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主な舞台 

2004年 7月 伴一彦プロデュース love call vol.1「五文字」   シアターアンドカンパニーコレド 

2005年 3月 ジプシー ∼千の輪の切り株の上の物語∼ 演出：武田直樹 中野ウエストエンドスタジオ 

 9月 連続模型 アシメサマクナイム 作・演出：木村大智 明石スタジオ 

 10月 音楽劇 赤毛のアン ＊準主役 ギルバート役  東京国際フォーラム、他 

 11月 環境ミュージカル そして森は生きている ＊英語公演  NYカーネギーホール、他 

2006年 3月 She-Friends企画公演 LIFE 演出：⽩峰優梨子 麻布die pratze 

 4月 連続模型 続・ホールロッタのさよならを ＊主演 作・演出：木村大智 明石スタジオ 

2007年 4月 劇団 TEAM-ODAC ヒカリの射す花 作・演出：笠原哲平 中野ザ・ポケット 

 8月 WAHAHA本舗セクシー寄席×江頭美智留 アダルトな女たち 作・演出：江頭美智留 赤坂REDシアター 

 10月 スガナレル 演出：是枝正彦 シアター1010 

 12月 丹波屋物語 作・演出：是枝正彦 六行会ホール 

2008年 4月 ミュージカル 愚か者達へのレクイエム 作・演出：是枝正彦 六行会ホール 

 9月 劇団クロックガールズ 結婚の条件 作・演出：江頭美智留 スペース107 

2009年 1月 ピュアーマリー公演 名探偵ポワロ ブラックコーヒー 演出：佐竹修 博品館劇場 

 5月 セレブ気どり 作・演出：是枝正彦 あうるすぽっと 

 6月 劇団クロックガールズ あり得ない！ 作・演出：江頭美智留 渋谷ギャラリー・ルデコ、他 

 11月 劇団クロックガールズ 死んでも言っちゃいけない、10のこと 作・演出：江頭美智留 シアターブラッツ 

2010年 3月 古川オフィス公演 ルーベンスタイン・キス 演出：鵜山仁 銀座みゆき館劇場 

 5月 劇団東京フェスティバル公演 幸福な職場 作・演出：きたむらけんじ 小劇場 楽園 

 11月 リブゥ ナチュラリ アクティビリ あるてぽーべら 作・演出：本村壮平 神楽坂die pratze 

2011年 12月 劇団東京フェスティバル スピンドクター 作・演出：きたむらけんじ OFF OFFシアター 

2012年 3月 HIKOBAE ＊英語・日本語公演 演出：梶原涼晴 NY、東京、相馬市 

2013年 3月 HIKOBAE2013 ＊英語・日本語公演 演出：塩屋俊 NY、LA、東京、地方 

2015年 8月 Sheila & Shining Stars vol.3 二人芝居 十年目のロックスター 演出：⽩峰優梨子 新中野ワニズホール 

2020年 4月 劇団テレワーク 視聴者全員で演出する演劇／背景でがんばって臨場感出す演劇／最高のテレワークマナー 

  もしも桃太郎の⻤退治をZoomでやったら、他7編／たぶん見たことはない演劇 Zoom／YouTube 

 5月 劇団ノーミーツ 旗揚げ公演 門外不出モラトリアム 作・演出：小御門優一郎 Zoom 

2021年 2月 □字ック タイトル、拒絶 演出：山田佳奈 本多劇場 

近年の主なＣＭ 

2017年 ··· 大和ハウス工業  -------------------------------  ビジネスマッチング篇 

 ·········· 東芝  -------------------------------------------------  NFC搭載SDカードスペシャルムービー「かざしたくなる、思い出をつくろう 

 ·········· セゾン自動車火災保険  ---------------------  おとなの自動車保険「35歳バースデー篇」 

 ·········· マスターカード  -------------------------------  pricelessを選ぼう。「Jリーグ篇」 

 ·········· トヨタ自動車  -----------------------------------  サポトヨ「幸せを守るPCS篇」 

2018年 ··· マイナビ  ------------------------------------------  マイナビ転職「結婚のために」篇 

 ·········· セブンイレブン  -------------------------------  夜セブン７惣菜 

 ·········· 株式会社ミクシィ  ----------------------------  スマホアプリ「みてね」 

 ·········· 佐賀県上峰町  -----------------------------------  ふるさと納税ブランデッドムービー「あたらしいふるさと」＊継続中 

2019年 ··· アサヒ飲料  --------------------------------------  「カルピス」ブランド100周年『宣言』編 

 ·········· グレイステクノロジー  ---------------------  ライティング篇 

 ·········· 東芝ライフスタイル  ------------------------  タイセツを、カタチに。「洗濯機」篇／「炊飯器」篇／「レンジオーブン編」 

2020年 ··· ハウス食品  --------------------------------------  食品ロス対策 夫婦／3種のお肉カレー篇 

 ·········· ＮＴＴドコモ  -----------------------------------  一人でリハーサル篇 

 ·········· 任天堂  ---------------------------------------------  Nintendo Switch「桃太郎電鉄 ∼昭和 平成 令和も定番！∼」篇 

2021年 ··· キリンビール  -----------------------------------  「グリーンズフリー」ティザー篇  

 ·········· マクドナルド  -----------------------------------  ベーコンポテトパイ 「大人の放課後」篇  

 ·········· ビッグモーター  -------------------------------  いちばん感想篇 / みんなで輪唱篇 / オー！ビッグ！篇 ＊継続中 
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 ·········· 中外製薬  ------------------------------------------  医療関係者と同じ気持ちで「#ある医師の日常」＊継続中 

 ·········· 伊藤ハム  ------------------------------------------  伊藤ハムギフト「親は、あなたを想っている。」篇 ＊継続中 

 ·········· ほけんの窓口  -----------------------------------  寄り添うとは「伴走」篇 ＊継続中 

2022年 ··· キリンビール 本麒麟  -----------------------  飲み飽きない味わい篇 ＊継続中 

 ·········· 明治プロビオヨーグルトLG21  --------  プレゼン篇 ＊継続中 

 ·········· 江崎グリコ  --------------------------------------  セブンティーンアイス（Web CM「公園」篇）＊継続中 

 ·········· 花王  -------------------------------------------------  もったいないインタビュー 風呂桶さん椅子さん篇 ＊継続中 

 ·········· Panasonic  ---------------------------------------  LEDシーリングライト くらしサポート篇 ＊継続中 

 

 

  

 


