安藤政信
生年月日 1975/05/19
出身地

神奈川県

関連人物 SONIC FOUR

【フィルモグラフィ】
千夜、一夜 (2022)

出演

ゴシップ

出演 :仁和正樹

#彼女が知りたい本当の○○ (2022)

金魚妻 (2022)

出演 :平賀卓弥

シリーズ横溝正史短編集III～池松壮亮×金田一耕助３～「女の決闘」「蝙蝠と蛞蝓」「女怪」
出演 :賀川春樹
(2022)
パンドラの果実～科学犯罪捜査ファイル～ （Season1） (2022)

出演 :カール・カーン

パンドラの果実～科学犯罪捜査ファイル～ （Season2） (2022)

出演 :カール・カーン

MIRRORLIAR FILMS Season1 (2021)

監督,出演

ザ・ファブル

出演 :鈴木

殺さない殺し屋 (2021)

理想のオトコ (2021)

出演 :ミツヤス

ボイスII 110緊急指令室 (2021)

出演 :久遠京介

東京放置食堂 (2021)

ゲスト出演

麒麟がくる (2020～2021)

出演 :柴田勝家

弟とアンドロイドと僕 (2020)

出演

るろうに剣心

出演 :高杉晋作

最終章 The Beginning (2020)

ゾッキ (2020)

出演 :道場の師範代

テセウスの船 (2020)

出演 :車椅子の男

太陽は動かない ―THE ECLIPSE― (2020)

出演 :フクモト

ＤＩＶＥＲ‐特殊潜入班‐ (2020)

出演 :伊達直哉

神酒クリニックで乾杯を (2019)

出演 :神酒章一郎

それを愛とまちがえるから (2019)

出演 :星野誠一郎

あなたの番です (2019)

出演 :佐野豪

デイアンドナイト (2018)

出演 :北村健一

きらきら眼鏡 (2018)

出演 :木場裕二

劇場版 コード・ブルー

出演 :新海広紀

－ドクターヘリ緊急救命－ (2018)

スティルライフオブメモリーズ (2018)

出演 :鈴木春馬

ストリートワイズ・イン・ワンダーランド ～事件の方が放っておかない探偵～／タイムトラベ
出演 :私立探偵 和田
ラー編 (2018)
ストリートワイズ・イン・ワンダーランド ～事件の方が放っておかない探偵～／壱岐島 鬼伝
出演 :私立探偵 和田
説編 (2018)
恋のツキ (2018)

出演 :土屋情

コード・ブルー 特別編 -もう一つの戦場- (2018)

出演 :新海広紀

ブラックスキャンダル (2018)

出演 :勅使河原純矢

君に捧げるエンブレム (2017)

出演 :神村錬

ストリートワイズ・イン・ワンダーランド ～事件の方が放っておかない探偵～ (2017)

出演 :私立探偵 和田

コード・ブルー

出演 :新海広紀

－ドクターヘリ緊急救命－

THE THIRD SEASON (2017)

KOKORO (2016)

出演 :ジロウ

闇金ウシジマくん ザ・ファイナル (2016)

出演 :鰐戸一

貞子vs伽椰子 (2016)

出演 :常盤経蔵

恋の三陸

出演 :大迫達也

列車コンで行こう！ (2016)

地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子 (2016)

ゲスト出演

花芯 (2015)

出演 :越智泰範

セーラー服と機関銃

－卒業－ (2015)

出演 :ホリウチ都市デザイン社長・
安井
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ＧＯＮＩＮ サーガ (2015)

出演 :式根誠司

ALL FOR CINEMA (2015)

出演

ペタル ダンス (2013)

出演 :直人

R-18文学賞vol.1 自縄自縛の私 (2012)

出演 :矢村修司

東野圭吾ミステリーズ／第６話

出演 :尾藤茂久

シャレードがいっぱい (2012)

セデック・バレ

第一部

太陽旗 (2011)

出演 :小島源治

セデック・バレ

第二部

虹の橋 (2011)

出演 :小島源治

スマグラー おまえの未来を運べ (2011)

出演 :背骨（李銀亭／リ・インティ
ン）

バトル・ロワイアル３Ｄ (2010)

出演

ソード・ロワイヤル (2010)

出演

花の生涯～梅蘭芳（メイ ラン ファン）～ (2008)

出演 :田中隆一

スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ (2007)

出演 :与一

さくらん (2007)

出演 :清次

こおろぎ (2006)

出演

悪夢探偵 (2006)

出演 :若宮刑事

ストロベリーショートケイクス (2006)

出演 :菊池

青春☆金属バット (2006)

出演 :石岡

４６億年の恋 (2005)

出演 :香月史郎

亡国のイージス (2005)

出演 :FTG・山崎謙二2等海尉／ドン
チョル

ブラックキス (2004)

出演 :空山龍男

ギミー・ヘブン (2004)

出演 :野原貴史

69 sixty nine (2004)

出演 :山田正＝アダマ

昭和歌謡大全集 (2002)

出演 :スギオカ

SF Short Films (2002)

監督,出演

ＴＯＫＹＯ

１０＋０１ (2002)

出演 :フェイク

ＤＲＩＶＥ

ドライブ (2001)

出演 :児島誠

RED SHADOW

赤影 (2001)

出演 :赤影

バトル・ロワイアル
サトラレ

特別篇 (2001)

TRIBUTE to a SAD GENIUS (2000)

出演 :桐山和雄（男子六番）
出演 :里見健一

バトル・ロワイアル (2000)

出演 :桐山和雄（男子六番）

スペーストラベラーズ (2000)

出演 :藤本

学校の怪談 呪いスペシャル (2000)

出演

ＭＯＮＤＡＹ

出演 :近藤光男

マンデイ (1999)

誠

アドレナリン・ドライブ (1999)

出演

鉄道員（ぽっぽや） (1999)

出演 :加藤敏行

ポッキー坂恋物語

出演 :マサノブ

かわいいひと (1998)

イノセントワールド (1998)

出演 :珠泉タクヤ

青の時代 (1998)

出演

聖者の行進 (1998)

出演

Kids Return

出演 :シンジ

キッズ・リターン (1996)
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