田中直樹
生年月日 1971/04/26
出身地

大阪府豊中市

関連人物

ココリコ
小日向しえ (元妻)

【フィルモグラフィ】

江戸モアゼル～令和で恋、いたしんす。～ (2021)

出演 :蔵地雄彦

あの日のオルガン (2019)

出演 :脇本滋

我が家のヒミツ (2019)

ゲスト出演 :山本清志

生田家の朝 2019秋 (2019)

ゲスト出演

LIFE! presents

出演

忍べ！右左エ門～THE SKY ATTACK～ (2019)

バイオレンス・ボイジャー (2018)

声の出演 :ジョージ

快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film （ア
出演 :エルロック・ショルメ
ンフィルム） (2018)
警視庁ゼロ係～生活安全課なんでも相談室～THIRD SEASON (2018)

ゲスト出演

ハラスメントゲーム (2018)

ゲスト出演

うつヌケ (2018)

出演 :田中圭一

ＬＩＦＥ！スペシャル
増山超能力師事務所

忍べ！右左エ門 (2018)
～激情版は恋の味～ (2017)

出演 :瓦版屋・西之丞
出演 :増山圭太郎

増山超能力師事務所 (2017)

出演 :増山圭太郎

プリズンホテル (2017)

出演 :花沢一馬

金メダル男 (2016)

出演 :中野先生

猫侍

出演 :飛松

玉之丞、江戸へ行く (2016)

叡古教授の事件簿 (2016)

出演 :南波 陽人

朝が来る (2016)

出演 :栗原清和

砂の塔～知りすぎた隣人 (2016)

出演 :高野健一

家政夫のミタゾノ (2016)

ゲスト出演

だCOLOR？

出演

～THE 脱獄サバイバル～ (2015)

マザー・ゲーム

～彼女たちの階級～ (2015)

出演 :区役所職員

アイムホーム (2015)

ゲスト出演

仮カレ (2015)

出演 :佐野良晴

慰謝料弁護士

～あなたの涙、お金に変えましょう～ (2014)

アリスの棘 (2014)
アマゾン大冒険

出演 :袴田幸男
出演 :千原淳一

～世界最大のジャングルを探検しよう！～ (2013) 声の出演（日本語吹替版）

がんばれ！おでんくん (2013)

声の出演 :神様

ぢべたぐらし あひるの生活 (2013)

ナレーター

ＬＩＮＫ (2013)

出演 :沢田勉

映画クレヨンしんちゃん
(2012)

嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス

声の出演 :イケメンＢ
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おかえり、はやぶさ (2012)

出演 :岩松大吾

本日は大安なり (2012)

出演 :十倉純一

プラチナタウン (2012)

出演 :牛島幸太郎

勇者ヨシヒコと悪霊の鍵 (2012)

ゲスト出演

くまのがっこう ～ジャッキーとケイティ～ (2010)

声の出演 :ケイティのパパ

宇宙で１番ワガママな星 (2010)

出演

昆虫物語

声の出演 :クネクネ

みつばちハッチ ～勇気のメロディ～ (2010)

ゼブラーマン

ゼブラシティの逆襲 (2010)

出演 :市場純平

木下部長とボク (2010)

出演 :神奈川（神奈川大介）

リセット (2009)

出演 :アンリ

リセット （スペシャルドラマ） (2009)

出演

チーム・バチスタの栄光 (2008)

出演 :氷室貢一郎

ロス：タイム：ライフ (2008)

出演

未来遊園地ＩＩ ～馬泥棒とメリーゴーラウンド～ (2008)

出演 :長谷部達也

全然大丈夫 (2007)

出演 :骨董修復職人・湯原

河童のクゥと夏休み (2007)

声の出演 :上原保雄

アルゼンチンババア (2007)

出演 :向井守

怪奇大作戦

出演 :三沢京助

セカンドファイル (2007)

未来遊園地 (2007)

出演 :長谷部達也

サイレン

出演 :南田豊

FORBIDDEN SIREN (2006)

ＴＨＥ 有頂天ホテル (2005)

出演 :飯島直介

逆境ナイン (2005)

出演 :榊原剛

おでんくん (2005)

声の出演 :神さま

犬と歩けば

出演 :岡村靖幸

チロリとタムラ (2004)

明日があるさ

ＴＨＥ

ＭＯＶＩＥ (2002)

出演 :飯島直介(シナリオライ
ター)

みんなのいえ (2001)
ONE PIECE

ワンピース

出演 :平社員・田中

ねじまき島の冒険 (2001)

声の出演 :カモメ

明日があるさ (2001)

出演

ガッコの先生 (2001)

出演 :小野寺敦

岸和田少年愚連隊

岸和田少年野球団 (2000)

出演

岸和田少年愚連隊

超特別篇

出演

ヤンキー愚連隊

I had a dream (2000)

なんぼのもんじゃい！２ (1993)

出演
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