小倉久寛
生年月日 1954/10/26

【フィルモグラフィ】
アメリカに負けなかった男～バカヤロー総理

吉田茂～ (2020)

出演

Fukushima 50 (2019)

出演 :矢野浩太

空母いぶき (2019)

出演 :田中俊一

刑事ゼロ (2019)

ゲスト出演

おかしな刑事２０ (2019)

出演 :坂下純次

ランウェイ２４ (2019)

出演

盤上の向日葵 (2019)

ゲスト出演

少年寅次郎 (2019)

ゲスト出演

おかしな刑事１９ (2019)

出演 :坂下純次

おかしな刑事２１ (2019)

出演 :坂下純次

まく子 (2018)

出演 :校長先生

闇金ドッグス８ (2018)

出演 :佐竹伴造

大岡越前４ (2018)

ゲスト出演

黄昏流星群～人生折り返し、恋をした～ (2018)

ゲスト出演

おかしな刑事１７ (2018)

出演 :坂下純次

おかしな刑事１８ (2018)

出演 :坂下純次

京都南署鑑識ファイル (2018)

出演

茅ヶ崎物語 ～MY LITTLE HOMETOWN～ (2017)

出演

闇芝居

語り

第４期 (2017)

釣りバカ日誌

～新入社員 浜崎伝助～

三匹のおっさん３

伊勢志摩で大漁！初めての出張編 (2017)

出演 :岩田源造

～正義の味方、みたび!!～ (2017)

ゲスト出演

おかしな刑事１５ (2017)

出演 :坂下純次

おかしな刑事１６ (2017)

出演 :坂下純次

探偵ミタライの事件簿 星籠（せいろ）の海 (2016)

出演 :黒田優作

最高のオヤコ (2016)

出演 :金子弘

恋の三陸

出演

列車コンで行こう！ (2016)

おかしな刑事１４ (2016)

出演 :坂下純次

おかしな刑事１３ (2015)

出演 :坂下純次

もういちど (2014)

出演

西遊記外伝

声の出演 :閻魔体毛

モンキーパーマ II (2014)

おかしな刑事１１ (2014)

出演 :坂下純次

仮面ライダー×仮面ライダー
(2013)
キッズ・リターン

鎧武＆ウィザード 天下分け目の戦国ＭＯＶＩＥ大合戦

出演 :輪島繁

再会の時 (2013)

出演 :小林

劇場版 仮面ライダーウィザード in マジックランド (2013)

出演 :輪島繁

仮面ライダー×スーパー戦隊×宇宙刑事

出演 :輪島繁

スーパーヒーロー大戦Ｚ (2013)

ぶっせん (2013)

ゲスト出演

孤独のグルメ Season3 (2013)

ゲスト出演

おかしな刑事１０ (2013)

出演 :坂下純次

リトル・マエストラ (2012)

出演 :谷口博

仮面ライダー×仮面ライダー
(2012)
「わたし」の人生（みち）

ウィザード＆フォーゼ

ＭＯＶＩＥ大戦アルティメイタム

我が命のタンゴ (2012)

出演 :輪島繁
出演 :市村俊明

梅ちゃん先生 (2012)

ゲスト出演

つるかめ助産院～南の島から～ (2012)

ゲスト出演

仮面ライダーウィザード (2012)

出演 :輪島繁

尾根のかなたに

出演

～父と息子の日航機墜落事故～ (2012)

よみきかせ アニメえほん (2012)

声の出演

スイッチを押すとき (2011)

出演 :コンビニ店長

王様の家 (2011)

ゲスト出演
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目線 (2010)

出演

キラー・ヴァージンロード (2009)

出演 :小倉さん

ゴッドハンド輝 (2009)

ゲスト出演

ハンチョウ ～神南署安積班～ (2009)

ゲスト出演

親父の一番長い日 (2009)

出演 :車田辰治（57）
ん）

コールセンターの恋人 (2009)

ゲスト出演

オトコマエ！２ (2009)

ゲスト出演

FROGS on Screen (2008)

声の出演

瞳 (2008)

出演 :中根誠

モンスターペアレント (2008)

ゲスト出演

恋うたドラマスペシャル／第一夜

竹内まりやの カムフラージュ (2008)

ｔｈｅ 波乗りレストラン (2008)
ジーニアス・パーティ (2007)

Genius Party

出演 :山本健一
出演

声の出演

愛の流刑地 (2007)

出演

プロポーズ大作戦 (2007)

ゲスト出演

モップガール (2007)

ゲスト出演

ショートフィルム道

スパイ道 (2007)

出演

地獄少女 二籠 (2006～2007)

ナレーション

地獄少女 (2006)

出演 :輪入道

お台場湾岸テレビ (2006)

出演 :小倉

蝉しぐれ (2005)

出演 :小柳甚兵衛

ライフ・オン・ザ・ロングボード (2005)

出演 :萬太郎

逆境ナイン (2005)

出演

ロード８８

先代からの職人（通称：辰さ

出会い路、四国へ (2004)

出演 :佐藤勇太

恋愛白書 (2004)

出演

離婚弁護士 (2004)

ゲスト出演

スカイハイ (2003)

出演 :四方山大吉

ぼくの魔法使い (2003)

出演 :大村拓也

恋する日曜日 （ファーストシリーズ） (2003)

出演

ドッジＧＯ！ＧＯ！ (2002)

出演 :芋森隆夫

整形美人。 (2002)

出演 :早乙女純一

チキンラン (2000)

声の出演（日本語吹替版） :ファウラー

ｅｋｉｄｅｎ

出演

[駅伝] (2000)

バスストップ (2000)

出演

十兵衛ちゃん

声の出演 :初代柳生十兵衛

～ラブリー眼帯の秘密～ (1999)

レレレの天才バカボン (1999)

声の出演 :パパ

ＢＵＧＳ（バグ） (1997)

出演 :水野敏男

風光る剣～八嶽党秘聞 (1997)

出演

不機嫌な果実 (1997)

出演

金魚のフン (1996)

出演 :タクシー運転手／金魚屋

麻雀飛翔伝

出演

大夜逃

哭きの竜３ (1996)

夜逃げ屋本舗３ (1995)

出演 :浪岡平四郎

金田一少年の事件簿（第１期） (1995)

出演

プロゴルファー織部金次郎２

出演

パーでいいんだ (1994)

西遊記 (1994)

出演 :猪八戒

幽霊女子高生 (1994)

出演

学校 (1993)

出演

社長になった若大将 (1992)

出演

呪死霊 外伝２ (1991)

出演,出演

ザ・ファースト・ステージ (1991)

出演

悪魔をやっつけろ！ (1990)

出演

翔ぶが如く (1990)

出演

バトルヒーター (1989)

出演 :新田満年

夢見通りの人々 (1989)

出演

満月のくちづけ (1989)

出演

フローズンナイト

出演

世にも不思議なオムニバス (1989)

恐怖のヤッちゃん (1987)

出演

ラジオびんびん物語 (1987)

ゲスト出演

紳士同盟 (1986)

出演 :色川幸次郎

クルクルくりん (1984)

出演 :ヤスダ助手
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