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小林 且弥 

 

 
 

 

Kobayashi Katsuya 

1981年12月10日生／山口県出身 

特技：バレーボール（ジュニアオリンピック出場） 
フットサル 

SIZE 188cm／73kg／B93 W82 H95／靴28.0cm 
 
2001年、春夏東京コレクションでモデルとしてデ
ビュー。翌2002年に旦雄二監督の映画「少年」で俳優
としてのキャリアをスタート。荒々しさの中にもナ
イーブな感性を忍ばせた存在感には定評がある。バ
レーボールでジュニアオリンピックへの出場経験があ
り、スポーツ万能でアクションもこなす。 
近年の主な出演作として、映画「凶悪」「マエストロ！」
「あゝ、荒野」「去年の冬、きみと別れ」「疑惑とダン
ス」、ドラマ「メディカルチーム レディ・ダ・ヴィン
チの診断」「チェイス 第1章/第2章」「監査役 野崎修
平」などがある。 

 

 

●Youtube映像資料（9分） 

 

 

主な映画 

2002年 - 少年 ＊主演 ジュン 役 監督：旦雄二 - 
  ＊フランクフルト ニッポン・コネクション映画祭 正式招待・正式上映 
  ＊バルセロナ・アジア映画祭 正式招待・特別上映 

2003年 3月 棒たおし！ 監督：前田哲 東京テアトル＝パル企画 
2004年 9月 スクール・ウォーズ HERO 監督：関本郁夫 松竹 

 - 胸キュンBomb！ ＊主演 監督：セツダトモイチロウ - 

 - トマトジュース 監督：齋藤孝 - 
  ＊⽔戸短編映画祭 ケイブフィルムズ特別賞 

2005年 1月 YUMENO ユメノ 監督：鎌田義考 アルゴ・ピクチャーズ 
 7月 リンダ リンダ リンダ 監督：山下敦弘 ビターズ・エンド 

 9月 せかいのおわり  監督：風間志織 ビターズ・エンド 

 12月 スクールデイズ 監督：守屋健太郎 ファントム・フィルム 
2006年 3月 放郷物語  監督：飯塚健 アクティブ・シネ・クラブ 

 8月 劇場版 仮面ライダーカブト GOD SPEED LOVE 監督：石田秀範 東映 

 9月 ザ・コテージ 監督：葉山陽一郎 アットムービー 
2007年 8月 彩恋 SAI-REN  監督：飯塚健 エム・エフボックス 

2008年 7月 ビルと動物園 ＊主演 監督：⻫藤孝 アートポート 

 10月 真木栗ノ穴 監督：深川栄洋 ビターズ・エンド 
 - THE3名様 スピンオフ 人生のピンチを救うパフェおやじの７つの名言  監督：福田雄一 - 

2009年 12月 スラッカーズ 傷だらけの友情 監督：渡邊貴文 スタジオブルー 

2010年 2月 ランニング・オン・エンプティー ＊主演 監督：佐向大 アムモ 
 9月 あまっちょろいラブソング  監督：宮田宗吉 あまっちょろいラブソング製作委員会 

 9月 ロストパラダイス・イン・トーキョー ＊主演 監督：白石和彌 SPOTTED PRODUCTIONS 

2011年 6月 シンクロニシティ ＊主演 監督：田中情 -
 10月 DOG×POLICE 純白の絆 監督：七高剛 東宝 

 



株式会社enchanteアンシャンテ 154-0001 東京都世田谷区池尻 3-21-2 アドルク 303 号 
tel&fax：03-3411-5577http://enchante-de.com/ 

 

 

2012年 2月 荒川アンダー ザ ブリッジ THE MOVIE  監督：飯塚健 ソニー・ピクチャーズエンタテインメント 

2013年 9月 凶悪  監督：白石和彌 日活 

2015年 1月 マエストロ！  監督：小林聖太郎 松竹、アスミック・エース 

 8月 日本のいちばん⻑い日  監督：原田眞人 松竹、アスミック・エース 

2016年 6月 日本で一番悪い奴ら  監督：白石和彌 東映、日活 

2017年 1月 惑う After the Rain 監督：林弘樹 アルゴ・ピクチャーズ 

 10月 あゝ、荒野（前篇・後編） 監督：岸善幸 スターサンズ 

2018年 3月 去年の冬、きみと別れ 監督：瀧本智行 ワーナー・ブラザース映画 

 5月 ゼニガタ 監督：綾部真弥 AGMエンタテインメント、スターキャット 

 9月 DTC 湯けむり純情篇 from HiGH&LOW 監督：平沼紀久 松竹 

 11月 ヌヌ子の聖★戦∼HARAJUKU STORY∼ 監督：進藤丈広 SAIGATE、U.F.O.カンパニー 

2019年 3月 疑惑とダンス 監督：二宮健 フラーム 

 5月 初恋∼お⽗さん、チビがいなくなりました 監督：小林聖太郎 クロックワークス 

 7月 広告会社、男子寮のおかずくん 劇場版 監督：三原光尋 パップ 

2020年 1月 太陽の家 監督：権野元 REGENTS 

 7月 のぼる小寺さん 監督：古厩智之 ビターズ・エンド 

2021年 2月 MOOSIC LAB［JOINT］2020-2021 POP！（仮） 監督：小村昌士 - 

 

主なドラマ 

2002年 2月 東京ぬけ道ガール  ＊レギュラー NTV 

 4月  春ランマン  ＊レギュラー 谷山茂雄 役 KTV 

2004年 6月 ⽔曜プレミア ビー・バップ・ハイスクール テル（藤本輝夫）役 TBS 

 6月 さそり  ＊レギュラー BS-ⅰ 

2005年 1月  不機嫌なジーン 第5,6,8,9話・猿丸 役 CX 

 1月 ごくせん 弐〇〇伍 第3,10話・工藤広樹 役 NTV 

 7月 金田一耕助シリーズ32 神隠し真珠郎 呪いに消えた一族 鵜飼誠司 役 TBS 

2006年 4月 チェケラッチョ!! in Tokyo ＊レギュラー 鷺野目 役 CX 

 7月 ザ・コテージ  WOWOW 

 10月 ドラゴンフライ  WOWOW 

2007年 1月 Ｘｅｎｏｓ クセノス ＊レギュラー 山崎周平 役 TX 

 4月  プロポーズ大作戦 第5,6話・仁王淳治 役 CX 

 11月 蒼い瞳とニュアージュ  WOWOW 

2008年 6月 白と⿊ ＊レギュラー 桐生章吾 役 THK 

2009年 3月 空飛ぶタイヤ 第1,2話 WOWOW 

 7月 任侠ヘルパー ＊レギュラー 鷲津組構成員 役 CX 

 10月 傍聴マニア09 裁判⻑！ここは懲役４年でどうすか ＊第5話ゲスト NTV 

2011年 4月 失恋保険∼告らせ屋∼ 第6話 NTV 

 9月  死刑基準  WOWOW 

2012年 1月  開拓者たち 第1話・木戸浦進作 役 NHK BS 

2013年 1月 福家警部補の挨拶 第1話・三室勘司 役 CX 

 10月 ＬＩＮＫ  WOWOW 

2014年 2月 地の塩 第1話 WOWOW 

 4月 マルホの女 第8,9話 入江 役 TX 

2015年 2月 硝子の葦∼garasu no ashi∼ ＊レギュラー 佐野渉 役 WOWOW 

 10月 バブリシャスロード ＊主演 BS11 

2016年 10月 メディカルチーム レディ・ダ・ヴィンチの診断 ＊レギュラー 高杉祐樹 役 KTV 

2017年 7月   あいの結婚相談所    第2話・三浦秋信 役   EX 

 10月 相棒 Season15 第15話ゲスト・小松崎洋一 役 EX 

 10月 ハケンのキャバ嬢・彩華 第9話ゲスト・鶴橋勇太 役 AbemaTV×ABC 

 12月 チェイス-第1章- ＊レギュラー 渡辺俊哉 役 Amazonプライム 
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2018年 1月 監査役 野崎修平 ＊レギュラー 沖田浩二 役 WOWOW 

 4月 声ガール！ 第2,3話・須永 役 ABC 

 6月 不発弾∼ブラックマネーを操る男∼ 第1,2話ゲスト WOWOW 

 7月  絶対零度∼未然犯罪潜入捜査∼ 第4話ゲスト CX 

 8月 拝み屋怪談 第4,11,12話 ひかりTV、dTVチャンネル 

 11月 チェイス 第2章 ＊レギュラー 渡辺俊哉 役 Amazonプライム 

2019年  1月 広告会社、男子寮のおかずくん ＊レギュラー 北一平 役 tvk 

 7月 警視庁・捜査一課⻑ 新作スペシャルⅠ 矢的 役 EX 

2020年 1月 課⻑バカ一代 第4話 ひかりTV、dTVチャンネル 

 1月 チョコレート戦争 ＊レギュラー 松井俊二 役 tvk 

  1月 頭取 野崎修平 ＊レギュラー 沖田浩二 役 WOWOW 

 

主な舞台 

2007年  5月 時速246 vol.01 Funny Bunny 演出：飯塚健 新宿スペース107 

2012年 4月 ＭＡＣＢＥＴＨ 演出：板垣恭一 ラフォーレミュージアム原宿 

2013年 4月 英雄シリーズ第1弾 英雄のうた 演出：毛利亘宏 ⻘山円形劇場 

2014年 7月 英雄シリーズ第2弾 英雄のうそ 演出：毛利亘宏 恵比寿ザ・ガーデンルーム 

2015年 9月 幕末太陽傳 演出：江本純子 本多劇場 

2016年 2月 僕のリヴァ・る 演出：鈴木勝秀 新国立劇場・小劇場 

 9月 英雄シリーズ第3弾 英雄の運命 演出：毛利亘宏 よみうり大手町ホール 

2017年 4月 THE YASHIRO CONTE SHOW 魔王コント 演出：家城啓之 本多劇場 

2018年 12月 歳が暮れ・るYO 明治座大合戦祭 演出：板垣恭一 明治座 

2019年 3月  僕のド・るーク  演出：鈴木勝秀 オルタナティブシアター 

 9月 THE BLANK! ∼近松門左衛門 空白の⼗年∼ 演出：鈴木勝秀 よみうり大手町ホール、他 

 12月 ゆく年く・る年冬の陣 師走明治座時代劇祭 演出：板垣恭一 明治座 

2020年 1月 ウエアハウス-double- ＊主演 演出：鈴木勝秀 新国立劇場・小劇場 

 9月 またはブライアン 完全にそうだけど恋をしようよ 演出：またはブライアン OFF・OFFシアター 

 12月 忠臣蔵 討入・る祭 ＊主演 演出：板垣恭一 明治座 

 

主なテレビ他 

2010年   戦国鍋ＴＶ∼なんとなく歴史が学べる映像∼ 第4回・⿊田官兵衛  tvk 

2016∼21年  猫のひたいほどワイド ＊毎週（火）MC  tvk 

 

主なＣＭ 

2002年  ａｕ 家族割「おすそ分け」篇 ／ コカコーラ 2002 秋 ／ ＮＴＴドコモ 九州 

2003年  Ｊ-PHONE 

2004年  エースコック はるさめヌードル 

2006年  任天堂 ＤＳえいご漬け 

2013年  ネスレ ネスカフェエクセラ 

2015年  スバル インプレッサ 

2016年  ネスレ ネスカフェエクセラ 

2019年  Amazon 犬との生活篇 

2020年  TAKEO KIKUCHI ビジネススタイル2020 


