俳

優

別所 哲也
ベッショ テツヤ
出身地 ：静岡県

サイズ ：身長 186cm
Ｂ99

Ｗ81

体重 73kg

Ｈ98

靴 27

特技

：英会話

学歴

：慶應義塾大学･法学部法律学科卒業

趣味

：トレッキング

NFL 観戦

■舞台
2022年6月 「スワンキング」／ワーグナー

役

2021年11月~22年1月 「マイ･フェア･レディ」／ヒギンズ教授 役
2021年2月 「ローズのジレンマ」／ウォルシュ 役
2020年11月 「エルフ･ザ･ミュージカル」／ウォルター･ホブス 役
2020年6~7月

「ある馬の物語」／侯爵 役

<公演中止>

2020年4~5月

「チェーザレ」／ロドリーゴ・ボルジア 役

<公演中止>

2018年9~11月 「マイ・フェア・レディ」 ／ヒギンズ教授 役
2017年12月

「太陽のかわりに音楽を。」 主演／糸井志郎 役

2017年6~9月

「デスノート THE MUSICAL」 ／夜神総一郎 役

2016年10･12月 「ラヴ・レターズ」 主演／アンディ 役
2016年7~8月

「南太平洋」 ／エミール・ドゥ・ベック 役

2015年7~8月

「南太平洋」 ／エミール・ドゥ・ベック 役

2015年4~5月

「シャーロックホームズ2」／クライブ・オーウェン 役

2015年1月

「SAMURAI 7」 主演／カンベエ 役

2014年7月

朗読活劇レチタ・カルダ「義経」 ／語り手

2014年6月

｢カルメン｣ ／市長 役

2013年12月

「On The Stag クランク☆イン」 主演／若村オリオ 役

2013年8月

「激動 GEKIDO」 ／川島浪速 役

2013年3月

「ホテル マジエスティック」 ／UPIサイゴン支局長 大河内竜司 役

2012年12月

「ラストダンス〜the musical 越路吹雪〜」 ／真木小太郎 役

2012年

朗読活劇レチタ・カルダ「義経」／語り手

2011年10月

「ユーリンタウン」 主演／ロックストック 役

2011年4~6月

「レ・ミゼラブル」 主演／ジャン・バルジャン 役

2010年10~11月 「ワンダフルタウン」主演／ベイカー 役
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2009年10~11月 「レ・ミゼラブル」 主演／ジャン・バルジャン 役
2009年9~10月 「コースト・オブ・ユートピア」 ／イワン・ツルゲーネフ 役
2009年7~8月

「オペラ・ド・マランドロ」主演／マックス 役

2009年3月

「レ・ミゼラブル」主演／ジャン・バルジャン 役

2008年7~10月 「ミス・サイゴン」主演／エンジニア 役
2007年11~12月 「ウーマン・イン・ホワイト」

主演／ウォルター・ハートライト 役

2007年6~9月

「レ･ミゼラブル」主演／ジャン・バルジャン 役

2006年1~4月

「レ･ミゼラブル」主演／ジャン・バルジャン 役

2005年12月

「34丁目の奇跡〜Hereʼs Love〜」主演／フレッド 役

2005年5月

「nine THE

2005年3月

「レ･ミゼラブル」主演／ジャン・バルジャン 役

2004年12月

「34丁目の奇跡〜Here s Love〜」主演／フレッド 役

2004年8月

「ミス・サイゴン」主演／エンジニア 役

2004年2月

「ユーリンタウン」主演／ボビー･ストロング 役

2003年7月

「レ･ミゼラブル」主演／ジャン・バルジャン 役

2002年7月

「恋人たちの予感」主演／ハリー 役

2000年7月

「天国から来たチャンピオン」主演／ジョー 役

1998年12月

「A FEW GOOD MEN」主演

1997年4月

「ロックミュージカル・HAIR ʼ97」主演／クロード 役

1991年10月

「ラヴ・レターズ」主演／アンディ 役

1991年2月

「GANKUTSU−OH」／A・デュマ＆アルベール 役

1989年2月

「変ホ長調・三重奏曲」

1988年8月

「ガラスの仮面」

1988年6月

ミュージカル「スター・シャイン」主演

1988年3月

ミュージカル「ビッグ・リバー」

1987年8月

ミュージカル｢ファンタスティックス｣ 主演

MUSICAL」 主演／グイード・コンティーニ 役

主演

／桜小路優 役

■映画
2022年1月 「Pure Japanese」黒崎 役
2019年3月 「家族のレシピ」明男 役

松永大司

監督

エリック・クー 監督

2016年6月 「マザーレイク」藤居潤 役 瀬木直貴 監督
2016年5月 「手をつないでかえろうよ〜シャングリラの向こうで〜」 物部速人 役
2015年10月 「嘘-LIES-」

哲也 役

河瀬直美 監督

2015年8月 「向日葵の丘 1983年・夏」将太 役
2013年3月 「相棒シリーズ

X

太田隆文 監督

DAY」戸張弘成（財務官僚） 役

2012年10月 「ツナグ」渋谷亮介 役

奈良橋陽子 監督

橋本一 監督

平川雄一郎 監督

2011年10月 「僕たちのアフター★スクール」古川秀次郎 役
2011年

「TATSUMI」 劇中で5役・ナレーション

2010年

「お前うまそうだな」片目のバクー（Na） 役

佐々木詳太 監督

エリック・クー 監督
藤森雅也 監督
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2008年

「Wating for the sun」中西秀和 役

2005年

「ULTRAMAN」真木舜一 役

2003年2月

｢13階段｣ 中森検事 役

奈良橋陽子 監督

小中和哉 監督

長澤雅彦 監督

2000年11月 「ekiden」和田行 役

浜本正機 監督

1999年8月 「メッセンジャー」

岡野博 役

1999年

馬場康夫 監督

「天国の殺人者（パライソ）」広瀬 役

1997年2月 「パラサイト・イヴ」吉住貴嗣 役

黒川浩行 監督

落合正幸 監督

1996年11月 「大統領のクリスマスツリー」主演／山下ハルキ 役
1995年11月 「日本一短い母への手紙」 坂口裕二 役
1995年6月 「WINDS OF GOD」
1995年2月 「時の輝き」
1994年6月 「RAMPO」

大田飛行隊長 役

澤井信一郎 監督
奈良橋陽子 監督

大島医師 役 朝原雄三 監督
奥山和由 監督

1992年12月 「ゴジラVSモスラ」

藤戸拓也 役 大河原孝夫 監督

1992年4月 「豪姫」前田常利 役

勅使河原宏 監督

1992年

奥山和由 監督

日本アカデミー賞・新人俳優賞授賞

1991年9月 「新・同棲時代」喜多山ケン 役

高原秀和 監督

1991年8月 「波の数だけ抱きしめて」吉岡卓也 役
1990年7月 「クライシス2050」ケン・ミナミ 役

馬場康夫 監督
リチャード・Ｃ・サラフィアン 監督

■ テレビドラマ
「時効警察はじめました」
（EX） 「集団左遷 !!」
（TBS）

「鉄道捜査官 18」
（EX）

「CROWʼS BLOOD」
（Hulu）

「さすらい署長」
（TX）

「461 個のありがとう」
（NHK-BS）

「明日、
ママがいない」
（NTV）

「軍師官兵衛｣
（NHK 大河ドラマ）

「スケート靴の約束｣
（TX）

「ドクター X｣
（EX）

「TOKYO エアポート」
（CX）

「ステップファザー・
ステップ」
（TBS）

「バーテンダー」
（ANB）

「TOKYO コントロール」
（CX） 「東京 DOGS」
（CX）

「ゴッドハンド輝」
（TBS）

「うつへの復讐」
（NTV）

「強き蟻」
（TX）

「風のハルカ」
（NHK 連続テレビ小説）

「女と男と物語」
（ABC）

「よど号ハイジャック事件」 「生存」
（NHK）
（NTV）

「君ならできる」
（ANB）

「ピーチな関係」
（NTV）

「青い鳥症候群」
（ANB）

「素敵にライバル」
（NHK）

「魔女の条件」
（TBS）

「デッサン」
（NTV）

「竜馬におまかせ！」
（NTV）

「揺れる想い」
（TBS）

「この指止まれ！ !」
（NHK）

「あの日に帰りたい」
（CX）

「木曜日の食卓」
（TBS）

「真夏の刑事」
（ANB）

「福井さんちの遺産相続」
（CX）

「恋は翼にのって」
（TX）

「･･･ひとりでいいの」
（NTV） 「大人の選択」
（TBS）

「男について」
（TBS）

「銀河宇宙オデッセイ」
（NHK） etc

「逃亡者」
（TBS）
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■ TV
2022年1月~

TX「エルピスの煌めき」ナレーター

2019年9 月~

2019年4月~19年9月

2016年10月~17年3月
2016年4月~18年3月
2014年4月~15年3月

2013年6月~13年9月
2012年4月~13年3月
2012年1月~12年3月
2010年6月~11年3月

2008年4月~08年12月
2007年4月~11年9月

CX「Live News It!」レギュラーコメンテーター

BSフジ「贅沢ソムリエ〜プレミアムな体験をお届けします〜」案内人

NHK Eテレ「旅するドイツ語」旅人

BS11「報道ライブ INsideOUT」メインキャスター

BSフジ「原宿ブックカフェ」 ナビゲーター

CX「アゲるテレビ」ゲストコメンテーター

BSジャパン「NIKKEI×BS LIVE 7PM」MC

BS-TBS「ショートストーリーズ」ショートフィルムプレゼンター

NHK

BS-2「The STAR」メインキャスター

テレビ神奈川「SHORTSHORTS

TV」ナビゲーター

BS-ｉ「教えてからだのミカタ」ナビゲーター

2006年10月~07年3月

TX「オーダーマニア」ナビゲーター

2006年1月~10年10月

J-COM「J-COM

2006年1月~06年5月

MXテレビ「脳力革命」ナビゲーター

NAVI」メインパーソナリティー

2004年10月~05年3月

スカイパーフェクTV！「ラヴ・レコーズ」メインパーソナリティー

2004年4月~04年9月

テレビ東京系列「上質空間」メインパーソナリティー

2004年8月

2003年3月~07年9月

2002年10月~03年3月
2002年2月~03年3月
2002年2月

2000年12月~02年3月

1998年10月~03年3月

TX「アテネオリンピック」メインキャスター

中京TV「ピアット」メインパーソナリティー

TX「ルビコン」ドリームファクトリー メインパーソナリティー

CS-epチャンネル「ACTIVE主義」メインパーソナリティー

TX「ソルトレークオリンピック」メインキャスター

BSフジ「お台場トレンド株式市場」メインパーソナリティー

ＮＴＶ「倶楽部☆Ｔ」メインパーソナリティー

■ RADIO
2015年11月~17年6月

FM大阪「LIFETIME HOTEL」メインパーソナリティー

2009年4月~

J-WAVE「J-WAVE TOKYO MORNING RADIO」ナビゲーター

2005年5月~15年10月

FM大阪「the Dream Magic」メインパーソナリティー

2006年10月~09年3月
2003年10月~08年9月

J-WAVE「J-WAVE GOOD MORNING TOKYO」ナビゲーター

J-WAVE「東京コンシェルジュ」メインパーソナリティー

■ CM
2021年

2019年
2019年
2014年
2011年

SBI証券

清水銀行「IR 編」「演技編」

日本製粉「アマニプロジェクト関連商品」

野村証券「with NISA るいとう」編

武田薬品工業「ベンザブロック」

2005年

アサヒビール「本生ゴールド」

1994年

花王「バスマジックリン」

1996年~05年

丸大食品「丸大ハム」
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■ 雑誌連載コラム
2013年12月~16年2月

隔月特集「毎日新聞」〈別所哲也のスマートトーク〉〈シネマティックライフ〉毎日新聞社

2002年5月~04年5月

月刊誌「コマーシャル・フォト」〈ショートフィルム・ナビゲーション〉玄光社発行

2000年4月~03年12月

月刊誌「pause」〈別所哲也の地図を広げて〉東京学参発行

1999年1月~02年12月

月刊誌「ゲイナー」〈HOT CHOICE SCREEN〉

1998年1月~98年10月

月刊誌「saita」〈別所哲也さんおすすめビデオ〉芝パーク出版発行

1997年7~01年7月

通販誌「ジェリエス」〈別所哲也の知らねまcinema〉JPP発行

光文社発行

■出 版
2009年6月 「夢をカタチにする仕事力」光文社
2005年3月 「PIATTO」別所哲也のまいにちかんたん100レシピ2

ぴあ㈱/中京テレビ放送㈱

2004年4月 「PIATTO」別所哲也のまいにちかんたん88レシピ ぴあ㈱/中京テレビ放送㈱

■ MUSIC
2017年

「SYMPHONIC BALLADS」アルバム

2014年

「ON THE STAGE〜SONGS of CINEMA and MUSICAL〜」別所哲也/新妻聖子 コラボアルバム

2012年

「Voice of dreams」シングルCD

2010年

「虹のアーチ」シングルCD

2008年

「Share」シングルCD

■ イベント
2004年10月~

「ショートショート フィルムフェスティバル＆ASIA」<毎年開催>

2004年3月~04年9月
2001年6月~

「ショートショート フィルムフェスティバル EXPO2005」

「ショートショート フィルムフェスティバル」主宰（ASSから名称変更）<毎年開催>

1999年6月~00年6月

「アメリカン・ショート・ショート・フィルムフェスティバル」主宰

TBS 日曜劇場「集団左遷 !!」隅田 優 役

NＨＫ大河ドラマ「軍師官兵衛」山中 鹿介 役

株式会社パシフィックボイス 〒1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-12-8-2Ｆ

Tel：(03)5474-8330 Fax：(03)5474-8331

