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⻄岡 德馬 

 
絶賛発売中！ 

デビューシングル「だろ？」 
c/w「娘に乾杯」 

  
▲⻄岡德馬「だろ？」MV 

Nishioka Tokuma 

1946年10月5日生／神奈川県横浜市出身 
玉川大学文学部 芸術学科演劇専攻卒業 

趣味：ゴルフ 
175cm／65kg／B93 W81 H89／靴25.5∼26.0cm 

1970年に劇団文学座に入座。多くの舞台で主演を務め代表的な役者となるも、
1979年に退座。1989年、40歳でつかこうへい演出の舞台「幕末純情伝」に主
演し、新境地を開拓。続く蜷川幸雄演出の舞台「ハムレット」「天保十二年の
シェイクスピア」でもその存在感を知らしめる。1991年には一世を風靡した
ドラマ「東京ラブストーリー」でヒロイン・赤名リカの不倫相手の上司役に抜
擢され、一躍脚光を浴びる。以降、圧倒的な演技力と作品に深みをもたらす存
在感で幅広く活躍。近年はバラエティー番組でお笑い芸人のネタを全力で披露
するなど、コミカルでユーモアあふれる人柄も広く知られるようになる。 
近年の主な出演作として、舞台「メタルマクベスdisc1」「プラトーノフ」「ク
イーン・エリザベス」「魍魎の匣」「RED＆BEAR ∼クィーンサンシャイン
号殺人事件∼」「HELI-X」、映画「関ケ原」「娼年」「ヌヌ子の聖★戦 ∼
HARAJUKU STORY∼」、ドラマ「過保護のカホコ」「⼩説王」「リカ」「鉄
の骨」「家政婦のミタゾノ」などがある。 
2020年、芸能生活50周年記念シングル「だろ？」で歌手デビューを果たした。 
 

＊2023年2∼3月上演！舞台「画狂人北斎-2023-」主演 

＊ハリウッドドラマ「将軍（原題：Shōgun）」 
レギュラー出演！戸田広松 役（放送時期未定） 

 

主な映画 

1983年 4月 セカンド・ラブ 監督：東陽一 東映 
1991年 6月 新・極道の妻たち 監督：中島貞夫 東映 

 11月 極道戦争・武闘派 監督：中島貞夫 東映 

 12月 ゴジラｖｓキングギドラ 監督：大森一樹 東宝 
 12月 江戸城大乱 監督：舛田利雄 東映 

 12月 必殺！５ ⻩⾦の血 監督：舛田利雄 松竹 

1992年 1月 修羅の伝説 監督：和泉聖治 東映 
1994年 2月 免許がない！ 監督：明石知幸 東宝 

 10月 東雲楼 女の乱 監督：関本郁夫 東映 

1995年 10月 キャンプで逢いましょう 監督：和泉聖治 東宝 
1996年 5月 お日柄もよくご愁傷さま 監督：和泉聖治 東映 

 5月 ７月７日、晴れ 監督：本広克行 東宝 

 8月 スーパースキャンダル 監督：岡村俊一 エースピクチャーズ 
2003年 4月 鏡の女たち ＊2002年カンヌ映画祭特別招待作品 監督：吉田喜重 グルーヴコーポレーション 

2005年 12月 狼少女 監督：深川栄洋 バサラ・ピクチャーズ 

2006年 3月 放郷物語 監督：飯塚健 アクティブ・シネ・クラブ 
 7月 笑う大天使 監督：⼩田一生 アルバトロス 

 7月 ラブサイコ 狂惑のホラー 監督：安達正軌 ジャパン・デジタル・コンテンツ 

2007年 12月 椿三十郎 監督：森田芳光 東宝 
2008年 9月 きみに届く声 監督：塩屋俊 エイベックス・エンタテインメント 

 9月 次郎⻑三国志 監督：マキノ雅彦 角川映画 

2009年 9月 火天の城 監督：田中三敏 東映 
2010年 4月 半分の月がのぼる空 監督：深川栄洋 IMJエンタテインメント 

2011年 3月 ランウェイ☆ビート 監督：大谷健太郎 松竹 

 7月 ⼩川の辺 監督：篠原哲雄 東映 
 8月 神様のカルテ 監督：深川栄洋 東宝 
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2012年 3月 俺達急行 Ａ列車で行こう 監督：森田芳光 東映 

2014年 3月 神様のカルテ２ 監督：深川栄洋 東宝 
 5月 瀬戸内海賊物語 監督：大森研一 松竹 

2015年 1月 アゲイン 28年目の甲子園 監督：大森寿美男 東映 

2016年 5月 ROAD TO HiGH&LOW 監督：久保茂昭 松竹 
 7月 HiGH&LOW THE MOVIE 監督：久保茂昭 松竹 

2017年 8月 関ヶ原 監督：原田眞人 東宝、アスミック・エース 

2018年 2月 今夜、ロマンス劇場で 監督：武内英樹 ワーナー・ブラザース映画 
 4月 娼年 監督：三浦大輔 ファントム・フィルム 

 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 6月 劇場版パタリロ！ 監督：⼩林顕作 HIGH BROW CINEMA 
 12月 仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション 監督：杉原輝昭 東映 

主なドラマ 

1991年 1月 東京ラブストーリー ＊レギュラー・和賀夏樹 役 CX 
 1月 大河ドラマ 太平記 ⻑崎⾼資 役 NHK 

1992年 4月 ジュニア・愛の関係 ＊レギュラー・⻑谷部伸一郎 役 CX 

 4月 チロルの挽歌 ＊第29回ギャラクシー賞奨励賞 種村 役 NHK 
1993年 4月 さくらももこランド 谷口六三商店 ＊レギュラー・谷口康男 役 TBS 

1994年 4月 殿さま風来坊隠れ旅 ＊主演・徳川宗睦 役 ANB 

1995年 1月 大河ドラマ 八代将軍 吉宗 松平信祝 役 NHK 
 7月 好きやねん ＊レギュラー・田中博 役 YTV 

 10月 未成年 戸川芳史 役 TBS 

1996年 3月 夢暦 ⻑崎奉行 ＊レギュラー・水野忠成 役 NHK 
 4月 君と出逢ってから 白井功 役 TBS 

1997年 1月 大型時代劇SP ⻯馬がゆく 坂本八平 役 TBS 

1999年 1月 大河ドラマ 元禄繚乱 荒木十左衛門 役 NHK 
 4月 ロマンス ＊レギュラー・白井孝男 役 YTV 

 9月 衛星ドラマ劇場 ⾼村薫サスペンス ＊レギュラー・白須永刑事 役 NHK BS 

 10月 砂の上の恋人たち 辻谷修一郎 役 KTV 
2001年 1月 大河ドラマ 北条時宗 足利泰氏 役 NHK 

 4月 ラブレボリューション ＊レギュラー・片桐健三 役 CX 

 10月 傷だらけのラブソング ＊レギュラー・工藤康之 役 CX 
2003年 4月 愛し君へ ⾼泉晴臣 役 CX 

2004年 4月 離婚弁護士 ＊第11話ゲスト・木崎健一郎 役 CX 

2005年 1月 富豪刑事 ＊レギュラー・神山郁三 役 EX 
 4月 柳生十兵衛七番勝負 ＊レギュラー・鳥居左京亮 役 NHK 

 7月 はるか17 ＊第５∼７話ゲスト EX 

2006年 2月 大学病院救急救命室 Vital Signs ＊ストーリーテラー BS-i 
 2月 東京ワンダーツアーズ IN SNOW 滝沢伸宏 役 NTV 

 3月 女王の教室スペシャル エピソード１∼堕天使編∼ 阿久津真一 役 NTV 

 4月 富豪刑事デラックス 神山郁三 役 EX 
 10月 だめんず・うぉ∼か∼ ＊レギュラー・永末英一郎 役 EX 

 10月 太閤記 天下を獲った男・秀吉 ＊レギュラー・柴田勝家 役 EX 

2007年 1月 大河ドラマ 風林火山 直江実綱 役 NHK 
 1月 Xenos クセノス ＊レギュラー・奥田秀一郎 役 TX 

2008年 10月 相棒 season７ ＊第１∼２話ゲスト・⼩笠原雅之 役 EX 

2009年 3月 空飛ぶタイヤ ＊レギュラー・巻田三郎 役 WOWOW 
2010年 1月 曲げられない女 ＊レギュラー・増野所⻑ 役 NTV 

 1月 エンゼルバンク∼転職代理人 ＊レギュラー・園池真二郎 役 EX 

 4月 三代目明智⼩五郎∼今日も明智が殺される∼ 明智大五郎 役 ＭBS 
 7月 崖っぷちのエリー ＊第１話ゲスト・塩川 役 EX 

2011年 4月 ＢＯＳＳ 2ndシーズン ＊第10話ゲスト・藤森俊夫 役 CX 

 6月 アスコーマーチ∼明日⾹工業⾼校物語∼ ＊第７話ゲスト・野口和仁 役 EX 
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2012年 4月 陽だまりの樹 ＊レギュラー・伊部谷千三郎 役 NHK BS 

 4月 名探偵コナンドラマSP 工藤新一 京都新選組殺人事件 犬飼源一 役 NTV 
 6月 早海さんと呼ばれる日スペシャル 芳川宗則 役 CX 

 6月 松本清張没後20年特別企画ドラマスペシャル 波の塔 田沢隆義 役 EX 

 7月 警視庁捜査一課９係 第７シリーズ ＊第１話ゲスト・坂東喜一郎 役 EX 
 7月 トッカン 特別国税徴収官 ＊第２話ゲスト NTV 

 7月 東野圭吾ミステリーズ さよならコーチ 鈴木和馬警部 役 CX 

 10月 捜査地図の女 ＊第３話ゲスト・大石恵三 役 EX 
2013年 1月 火怨・北の英雄 アテルイ伝 ＊レギュラー・波奴志己 役 NHK BS 

 4月 ムッシュ！ ＊第７話ゲスト TBS 

 6月 濃姫Ⅱ −戦国の女たち− 浅井久政 役 EX 
2014年 1月 ⿏、江戸を疾る 第１話・宗庵 役 NHK 

 1月 大岡越前 ＊第７話ゲスト・螢火の五郎蔵 役 NHK BS 

 7月 信⻑のシェフ season2 ＊第７話ゲスト・阿閉貞征 役 EX 
 7月 ＳＴ 赤と白の捜査ファイル ＊第８話ゲスト・新島泰弘 役 NTV 

2015年 1月 DOCTORS 3 最強の名医 ＊第２話ゲスト・平松啓輔 役 EX 

 1月 五つ星ツーリスト∼最⾼の旅、ご案内します!!∼ ＊第１話ゲスト・松永和彦 役 YTV/NTV 
 4月 スケープゴート ＊レギュラー・⼩関嗣朗 役 WOWOW 

 10月 海に降る ＊レギュラー・多岐隆司 役 WOWOW 

 10月 HiGH&LOW ∼THE STORY OF S.W.O.R.D.∼ 家村会幹部・石井 役 NTV 
2016年 2月 スミカスミレ ＊第７話ゲスト EX 

 3月 タクシードライバーの推測日記39 椎名一馬 役 TX 

 4月 お迎えデス。 ＊第５話・前田幸介 役 NTV 
 10月 連続テレビ⼩説 べっぴんさん 古門充信 役 NHK 

 10月 ドクターX ∼外科医・大門未知子∼ 第4期 ＊第２話ゲスト・⾦本洋二 役 EX 

 10月 沈まぬ太陽 ＊第19∼20話ゲスト・池坊 役 WOWOW 
2017年 3月 更生補導員・深津さくら 殺人者の来訪 ∼告解者∼ 牧野光三 役 TX 

 5月 山本周五郎時代劇 武士の魂 第３話「菊月夜」 ＊ゲスト・⾼力忠左衛門 役 BSテレ東 

 7月 過保護のカホコ ＊レギュラー・並木福士 役 NTV 
 10月 重要参考人探偵 ＊レギュラー・古仙淳 役 EX 

2018年 1月 科捜研の女 Season17 ＊最終回SP・ゲスト 繁森光之 役 EX 

 4月 シグナル ⻑期未解決事件捜査班 ＊レギュラー・野沢義男 役 KTV/CX 
 9月 超入門！落語THE MOVIE 秋スペシャル「天狗裁き」 大家 役 NHK 

 9月 過保護のカホコ2018∼ラブ＆ドリーム∼ 並木福士 役 NTV 

2019年 1月 相棒 season17 ＊元日スペシャル・ゲスト 敦盛劉造 役 EX 
 3月 WOWOW新人シナリオ大賞 今日、帰ります。 田端恒造 役 WOWOW 

 4月 ⼩説王 ＊レギュラー・内山光紀 役 CX 

 8月 全裸監督 第８話 Netflix 
 9月 仮面ライダーゼロワン 飛電是之介 役 EX 

 10月 リカ ＊レギュラー・花山大次郎 CX 

 10月 同期のサクラ 花村義造 役 NTV 
2020年 1月 SEDAI WARS ＊レギュラー・山尾茂 役 MBS/TBS 

 4月 鉄の骨 ＊レギュラー・城山和彦 役 WOWOW 

 4月 家政夫のミタゾノ４ ＊第２話ゲスト・ラーメン屋店主 役 EX 
 4月 レンタルなんもしない人 ＊第７話ゲスト・大槻春樹 役 TX 

 5月 日曜プライム 家裁の人 佐々木建造 役 EX 

 8月 お花のセンセイ 鶴崎仙吾 役 EX 
 10月 35歳の少女 第７∼９話 NTV 

2021年 3月 シグナル ⻑期未解決事件捜査班スペシャル 野沢義男 役 KTV/CX 

 4月 殴り愛、炎 明田恒夫 役 EX 
 9月 三屋清左衛門残日録 陽のあたる道 植田与十郎 役 日本映画＋時代劇4K 

2022年 7月 刑事7人 Ⅷ 第5話 EX 
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＜主なレギュラー出演：ドラマ＞ 

1992∼98年  上品ドライバー 第1∼9作 ＊主演 CX 

1995∼02年  ⾦曜エンタテイメント 浅見光彦シリーズ 第1∼14作 浅見陽一郎 役 CX 

1996∼00年  ⾦曜エンタテイメント せつない探偵シリーズ 第1∼4作  CX 

1996∼05年  ⾦曜エンタテイメント 音の犯罪捜査官 響奈津子 第1∼7作 村岡弘 役 CX 

1996∼06年  月曜ミステリー劇場 名探偵キャサリン 第1∼15作 狩矢警部 役 TBS 

2002∼05年  火曜サスペンス劇場 下町・銭湯騒動記 第1∼5作 南新平 役 NTV 

2003∼05年  こちら本池上署 第2∼5シリーズ ⼩山田進一 役 TBS 

2003∼05年  銭形平次 第1∼2シリーズ 笹野新三郎 役 EX 

2003∼13年  女と愛とミステリー 密会の宿 第1∼10作 番場周平 役 TX 

2004∼07年  土曜ワイド劇場 女変装捜査官・麻生ゆき 第1∼3作 新川豪太 役 EX 

2005∼07年  水曜ミステリー９ 警察署⻑・たそがれ正治郎 第1∼4作 捜査一課⻑・山科 役 TX 

2009∼12年  月曜ゴールデン 緑川警部シリーズ 第1∼4作 ＊主演・緑川有一 役 TBS 

2013∼19年  月曜名作劇場 新・十津川警部シリーズ 第1∼8作 三上刑事部⻑ 役 TBS 

 

＜主なレギュラー出演：他＞ 

2008∼17年  中国世界遺産ものがたり -悠久の旅人たち- 毎週（木）ナレーション テレビ大阪 

2013∼14年  Stylish Golf in SEAGAIA 毎週（土）番組オーナー BS朝日 

2016年  ⻄岡徳馬のワンダフルゴルフ 隔週（火）番組オーナー CS（ゴルフネットワーク） 

 

主な舞台 

1990年 8∼9月 幕末純情伝 ＊主演 演出：つかこうへい パルコ劇場 他 

1998年 1∼2月 ロマンチック・コメディ 演出：福田陽一郎 パルコ劇場 他 

2000年 1月 唐版・滝の白糸 演出：蜷川幸雄 シアターコクーン 

2003年 11∼12月 ハムレット 演出：蜷川幸雄 シアターコクーン 

2005年 9∼10月 天保十二年のシェイクスピア 演出：蜷川幸雄 シアターコクーン 

 12月 男の花道 ＊主演 演出：田中林輔 明治座 

2006年 9月 魔界転生 演出：G２ 新橋演舞場 

2007年 4月 写楽考 演出：鈴木勝秀 シアターコクーン 

 8∼9月 ヴェニスの商人 演出：グレゴリー・ドーラン 天王洲銀河劇場 他 

2008年 1∼2月 いのうえ歌舞伎☆號 ＩＺＯ 演出：いのうえひでのり ⻘山劇場 

 3∼4月 さらば、わが愛 覇王別姫 演出：蜷川幸雄 シアターコクーン 

 6月 サンシャイン・ボーイズ ＊主演 演出：福田陽一郎 パルコ劇場 他 

2009年 3月 カゴツルベ 演出：毛利亘宏 ⻘山劇場 他 

 5∼6月 江戸の⻘空 Keep on Shackin' ＊主演 演出：G２ 世田谷パブリックシアター 他 

 11∼12月 十二人の怒れる男 演出：蜷川幸雄 シアターコクーン 

2010年 2月 天璋院篤姫 演出：⻄川信廣 明治座 

 3月 相対的浮世絵 演出：G２ シアターコクーン 他 

 11月 ジャンヌ・ダルク 演出：白井晃 赤坂ACTシアター 他 

2011年 2月 テンペスト 演出：堤幸彦 赤坂ACTシアター 他 

 7月 DUMP SHOW！ 演出：堤泰之 サンシャイン劇場 他 

 12月 GOLD ∼カミーユとロダン∼ 演出：白井晃 シアタークリエ 

2012年 4月 銀河英雄伝説 ∼第二章 自由惑星同盟篇∼ 演出：⻄田大輔 東京国際フォーラム 他 

 8月 十三人の刺客 演出：マキノノゾミ 赤坂ACTシアター 他 

 12月 祈りと怪物 ∼ウィルヴィルの三姉妹∼ 演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ シアターコクーン 他 

2013年 8月 「源平盛衰記」異聞 巴御前 女武者伝説 演出：岡村俊一 明治座 

 11月 銀河英雄伝説 ∼第四章 前篇 激突前夜∼ 演出：ヨリコジュン 東京国際フォーラム 
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2014年 2月 Paco ∼パコと魔法の絵本∼ from「ガマ王子vsザリガニ魔人」 演出：G２ シアタークリエ 他 

 5月 殺風景 演出：赤堀雅秋 シアターコクーン 他 

 10月 ジャンヌ・ダルク 演出：白井晃 赤坂ACTシアター 他 

2015年 5∼6月 戯作者銘々伝 演出：東憲司 紀伊国屋サザンシアター 

 8月 石川さゆり特別公演 はかた恋人形 演出：G２ 博多座 

 12月 REPAIR∼アナタの人生、修理しませんか？∼ 演出：寺﨑秀臣 シアタークリエ 

2016年 2月 ＧＯＫＵ 演出：児玉明子 AiiA 2.5 Theater Tokyo 

 7∼８月 マジすか学園 ∼Lost In The SuperMarket∼ 演出：芽野イサム 赤坂ACTシアター 

 12月 スルース ∼探偵∼ ＊主演 演出：深作健太 新国立劇場 他 

2017年 5月 俺節 演出：福原充則 赤坂ACTシアター 他 

2018年 1∼4月 石川さゆり特別公演 夫婦善哉 演出：星田良子 中日劇場／博多座 

 7∼8月 新感線☆RS メタルマクベスdisc1 演出：いのうえひでのり IHIステージアラウンド東京 

2019年 2∼3月 プラトーノフ 演出：森新太郎 東京芸術劇場プレイハウス 他 

 5月 クイーン・エリザベス -輝ける王冠と秘められし愛- 演出：宮田慶子 日生劇場 

 6∼7月 魍魎の匣 演出：松崎史也 天王洲銀河劇場 他 

 7月 アイスショー 氷艶 2019∼ 月光かりの如く∼ 演出：宮本亞門  横浜アリーナ 

2020年 1∼2月 RED＆BEAR ∼クィーンサンシャイン号殺人事件∼ 演出：中島庸介 サンシャイン劇場 

 11月 Three Kingdoms 2020∼赤壁・合戦編∼ 演出：野口大輔 THEATER1010 

 12月 HELI-X 演出：⻄森英行 紀伊国屋サザンシアター 他 

2021年 2月 喜劇 お染与太郎珍道中 演出：寺十吾 新橋演舞場、南座 

 4∼12月 リーディング演劇 日本一 わきまえない女優「スマコ」 演出：宮本亞門 Youtube 

 5月 アイスショー LUXE 演出：尾上菊之丞 横浜アリーナ 

2022年 9∼10月 パラダイス 演出：赤堀雅秋 シアターコクーン 他 

 

主な広告・ＣＭ 

1997年  サントリービール ビターズ 

2000年  ハウス食品 とろみ好麺・清湯しお味 

2005年  三井住友銀行 企業広告 

2006年  ANA エコ割「サンタモニカ編」 

2009年  本田技研工業 HONDA・ステップワゴン ウルトラの父（声）役 

2010∼12年  サントリーウエルネス セサミンEプラス 

2015年∼  株式会社セーフティステップ ＊継続中 

2017年∼  サントリーウエルネス セサミンEX  

2017年  ソフトバンク 白戸家「ボウリング」篇 

2017年  花王 ハミングFine WEBムービー「汗かいても関係ねぇ」 

2021年∼  Ｊホーム 自由住宅 ＊継続中 


