
プロフィール

加瀬 亮
Ryo Kase

1974年11月9日、神奈川県生まれ。
生後まもなく渡米し7歳までアメリカ合衆国のワシントン州で過ごす。
2000年にスクリーンデビュー。 2004年公開の『アンテナ（』熊切和嘉監督） で映画初主演を果たして以降、周防正行監督『それでも
ボクはやってない』、クリント・イーストウッド監督『硫黄島からの手紙』、北野武監督『アウトレイジ』、アッバス・キアロスタミ監督
『ライク・サムワン・イン・ラブ』、ホン・サンス監督『自由が丘で』、森崎東監督『ペコロスの母に会いに行く』、山田太一脚本『ありふれた
奇跡』、堤幸彦監督『SPEC』シリーズなど映画を中心にテレビドラマ、CM、舞台等、メジャー、インディペンデントを問わず、国内外
の作品に出演。主な受賞に第31回日本アカデミー賞優秀主演男優賞、第50回ブルーリボン賞、第32回報知映画賞、第14回アジ
ア・フィルム・アワード最優秀助演男優賞がある。
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出演作

<MOVIE>

旅の終わり世界のはじまり
2019 ベル・カント　とらわれのアリア

2018 鈴木家の嘘 

モリのいる場所 

2017 ムーンライト下落合 

3月のライオン 

沈黙 –サイレンス– 

2016 アズミ・ハルコは行方不明 

2015 FOUJITA 

海街diary 

2014 自由が丘で 

わたしのハワイの歩きかた 

ジャッジ！ 

2013 ペコロスの母に会いにいく 

SPEC –結–　 漸ノ篇・爻ノ篇 監督　堤幸彦
アウトレイジ ビヨンド 監督　北野武
はじまりのみち 監督　原恵一
俺俺 監督　三木聡

2012 Like someone in love 監督　アッバス キアロスタミ
SPEC ～天～ 監督　堤幸彦

2011 永遠の僕たち 監督　ガス・ヴァン・サント
東京オアシス 監督　松本佳奈、中村佳代
婚前特急 監督　前田弘二

2010 海炭市叙景 監督　熊切和嘉
マザーウォーター 監督　松本佳奈
アウトレイジ 監督　北野武
おとうと 監督　山田洋次

2009 プール 監督　大森美香
重力ピエロ 監督　森淳一
インスタント沼 監督　三木聡

2008 東南角部屋二階の女 監督　池田千尋
グーグーだって猫である 監督　犬童一心
パコと魔法の絵本 監督　中島哲也
R246 STORY ～224466～ 監督　浅野忠信
TOKYO! ～インテリアデザイン～ 監督　ミシェル・ゴンドリー
スカイ・クロラ（声優） 監督　押井守
山のあなた～徳市の恋～ 監督　石井克人
ぐるりのこと。 監督　橋口亮輔
犬と私の10の約束 監督　本木克英

2007 オリヲン座からの招待状 監督　三枝健起
めがね 監督　荻上直子
叫 監督　黒沢清
それでもボクはやってない 監督　周防正行
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202  

The Works and Days
 (of Tayoko Shiojiri in the Shiotani Basin) 

MINAMATA 監督　アンドリュー・レヴィタス
監督　C.W.ウィンター、アンダース・エドストローム

監督　ポール・ワイツ
監督　黒沢清
監督　野尻克己
監督　沖田修一
監督　柄本佑
監督　大友啓史
監督　マーティン・スコセッシ
監督　松居大悟
監督　小栗康平
監督　是枝裕和
監督　ホン・サンス
監督　前田弘二
監督　監督　永井聡
監督　森﨑東

2020 
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2006 硫黄島からの手紙 

チルドレン 

パッセンジャー 

ストロベリーショートケイクス 

ハチミツとクローバー 

花よりもなほ 

ナイスの森：The First Contact 

好きだ 

2005 疾走 

カスタムメイド10.30 

スクラップ・ヘブン 

about love ～台北編～ 

female ～玉虫～ 

メールで届いた物語 ～mail～ 

パッチギ 

2004 理由 

ニワトリはハダシだ 

SURVIVE STYLE5+ 

誰も知らない 

茶の味 

69 –sixty nine– 

監督　クリント・イーストウッド
監督　源孝志
監督　フランソワ・ロトゲール
監督　矢崎仁司
監督　高田雅博
監督　是枝裕和
監督　石井克人、三木俊一郎、ANIKI

監督　石川寛
監督　SABU

監督　ANIKI

監督　李相日
監督　易智言
監督　塚本晋也
監督　清水浩
監督　井筒和幸
監督　大林宣彦
監督　森﨑東
監督　関口現
監督　是枝裕和
監督　石井克人
監督　李相日

キューティーハニー 監督　庵野秀明
伝説のワニ ジェイク 監督　犬童一心
アンテナ 監督　熊切和嘉
HAZAN 監督　五十嵐匠

2003 payday ～監督感染～ 監督　松岡俊介
花 監督　西谷真一
カクト 監督　伊勢谷友介
はぐれちゃった刑事 監督　是枝裕和
壬生義士伝 監督　滝田洋二郎
アカルイミライ 監督　黒沢清

2002 ロックンロールミシン 監督　行定勲
ハッシュ！ 監督　橋口亮輔

2001 ゴジラ・モスラ・キングギドラ大怪獣総攻撃 監督　金子修介
みすゞ  監督　五十嵐匠
ダンボールハウスガール 監督　松浦雅子

2000 PARTY 7 監督　石井克人
五条霊戦記 監督　石井聰亙
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<TV>

2018 監督　ポール・ワイツ Amazon 配信ドラマ
2016 WOWOW Prime

2014 

2012 

2010 

監督　緒方明 

脚本　岡田惠和
監督　森﨑東 
監督　堤幸彦 

監督　黒沢清
監督　堤幸彦
監督　是枝裕和 

2009 脚本　山田太一 
2008 監督　高田雅博
2006 

2005 

2004 

2003 

2002 

2001 

監督　源孝志
監督　岩松了 

監督　大林宣彦
監督　橋本直樹 

監督　勝田夏子 

監督　黒沢清 

CX

TBS

WOWOW

TBS

BShi

CX  

WOWOW

WOWOW

YTV  

WOWOW

UHB

NHK

KTV

<その他>

20  

モーツァルト・イン・ザ・ジャングル  シーズン４ 

この街の命に 

続・最後から二番目の恋 

記憶は愛である～森﨑東・忘却と闘う映画監督～
SPEC ～翔～ 

贖罪 

SPEC 警視庁公安部公安第5課未詳事件特別対策係事件簿 

シリーズ妖しき文豪怪談「後の日」 

ありふれた奇跡 CX開局50周年記念ドラマ 

camouflage 人生って嘘みたい 

チルドレン 

社長を出せ！実録・クレーマーとの死闘を制した女 

理由 

フレンズ 北海道文化放送30周年記念プロジェクト 

抱きしめたい（第14回文化庁芸術祭優秀賞受賞） 

学校の怪談春の物の怪SP花子さん 

朗読　
書籍発行　
書籍発行  
舞台　
写真集

谷川俊太郎詩集「はだか」（Audible）
写真集「35 YEARS LATER」
写真集「Another Summer」
哀しい予感 
Bellevue

<COMMERCIAL>

サントリーウィスキー角瓶
住友林業
明治プロビオヨーグルト「R１」
UNIQLO

サントリー「ウィスキー」
エルメネジルド・ゼニア
ローソン　
島津製作所
TOTO 

お問い合わせ先
加瀬亮へのご連絡は、ウェブの　お問い合わせフォーム　よりご連絡ください。

http://ryokaseoffice.com/contact.html

LEMAIRE FW20-21 SHOW
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20  雪冤（せつえん）～ひで子と早智子の歳月～（ナレーション） 監督　金　聖雄 NHK  Special

201  NHK  Special

200  
200  
200  
20  Takeshi Homma 

Terri Weifenbach
塚本晋也
Takeshi Homma

LEMAIRE SS23 SHOW
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