稲垣吾郎
＆Ｇ

ソロ名義

生年月日 1973/12/08
出身地

東京都

関連人物 ＳＭＡＰ

【フィルモグラフィ】
窓辺にて (2022)

出演

風よあらしよ (2022)

出演 :辻潤

きれいのくに (2021)

出演 :監督／“トレンド顔”の男
性たち

ほんとにあった怖い話

２０２１特別編 (2021)

出演 :『ほん怖』クラブリーダー

誰かが、見ている (2020)

ゲスト出演

ほんとにあった怖い話

出演

２０２０特別編 (2020)

ばるぼら (2019)

出演 :美倉洋介

海辺の映画館―キネマの玉手箱 (2019)

出演 :大久保利通

海獣の子供 (2019)

声の出演 :安海正明

スカーレット (2019)

ゲスト出演 :大崎茂雄

ほんとにあった怖い話

２０周年スペシャル (2019)

出演
出演 :高村紘

半世界 (2018)

クソ野郎と美しき世界 (2018)

出演

ほんとにあった怖い話

出演 :館主

夏の特別編２０１８ (2018)

不機嫌な果実スペシャル ～３年目の浮気～ (2017)

出演 :水越航一

ほんとにあった怖い話

出演 :館主

夏の特別編２０１７ (2017)

少女 (2016)

出演 :高雄孝夫

不機嫌な果実 (2016)

出演 :水越航一

ほんとにあった怖い話

出演 :館主

夏の特別編２０１６ (2016)

IQ246～華麗なる事件簿～ (2016)

ゲスト出演

特命指揮官 郷間彩香 (2016)

出演 :國井哲也

世にも奇妙な物語 25周年スペシャル・春～人気マンガ家競演編～ (2015)

出演

ＨＥＡＴ (2015)

出演 :日比野仁

ほんとにあった怖い話

出演 :館主

夏の特別編２０１５ (2015)

福家警部補の挨拶 (2014)

出演 :石松警部

Dr．検事モロハシ～新たなる生命～ (2014)

出演 :諸橋正志

信長のシェフ （パート２） (2014)

出演 :明智光秀

ほんとにあった怖い話１５周年スペシャル (2014)

出演 :館主

おしん (2013)

出演

信長のシェフ (2013)

出演 :明智光秀

心療中

出演 :天間了

in the Room (2013)

TAKE FIVE～俺たちは愛を盗めるか～ (2013)

出演 :岩月櫂

ほんとにあった怖い話

出演 :館主

夏の特別編２０１３ (2013)

桜、ふたたびの加奈子 (2012)

出演 :桐原信樹

ハングリー！ (2012)

出演 :麻生時男

Dr．検事モロハシ (2012)

出演 :諸橋

ほんとにあった怖い話

出演 :館主

夏の特別編２０１２ (2012)

ブルドクター (2011)
ほんとにあった怖い話

出演 :名倉潤之助
出演 :館主

夏の特別編２０１１ (2011)

出演 :松平左兵衛督斉韶（明石藩
主）

十三人の刺客 (2010)
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踊る大捜査線

THE MOVIE ３

出演

ヤツらを解放せよ！ (2010)

出演

毒トマト殺人事件 (2010)

ほんとにあった怖い話

夏の特別編２０１０

AKB48 まるごと浄霊スペシャル (2010)

出演 :館主

流れ星 (2010)

出演 :槙原修一

トライアングル (2009)

出演 :黒木舜

GORO'S BARドラマスペシャル ～世界に一つだけの花サカス!?～ (2009)

出演 :オーナーゴロウ

仮面ライダーＧ (2009)

出演 :吾郎／仮面ライダーＧ

こちら葛飾区亀有公園前派出所 (2009)

ゲスト出演

ほんとにあった怖い話１０周年記念 ～京都パワースポットツアー～ (2009)

出演 :館主

佐々木夫妻の仁義なき戦い (2008)

出演 :佐々木法倫（32）

ほんとにあった怖い話

出演 :案内人

夏の特別編２００８ (2008)

悪魔の手毬唄 (2008)

出演 :金田一耕助

北極のナヌー (2007)

日本語版ナレーション

花ざかりの君たちへ

ONE PIECE

ゲスト出演

イケメン♂パラダイス (2007)

ほんとにあった怖い話

夏の特別編２００７

ワンピース

THE MOVIE

前世の謎を解く 心のミステリーツアーＳＰ (2007) 出演 :案内人

声の出演 :ラチェット

カラクリ城のメカ巨兵 (2006)

ブスの瞳に恋してる (2006)
ほんとにあった怖い話

夏の特別編２００６

出演 :山口おさむ
鎌倉ミステリーツアースペシャル (2006)

出演 :館主
出演 :金田一耕助

悪魔が来りて笛を吹く (2006)

ブスの瞳に恋してる 恋の軌跡、愛の未来スペシャル～初めてのクリスマス・エビちゃんの逆襲～
出演 :山口おさむ
(2006)
Ｍの悲劇 (2005)

出演 :安藤衛

飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ (2005)

出演 :沢村清治

女王蜂 (2005)

出演 :金田一耕助

笑の大学 (2004)

出演 :座付作家・椿一

僕と彼女と彼女の生きる道 (2004)

主題歌,歌

ほんとにあった怖い話 (2004)

出演 :館主

犬神家の一族 (2004)

出演 :金田一耕助

八つ墓村 (2004)

出演 :金田一耕助

特命リサーチ２００Ｘ II (2002～2004)

出演 :伊達徹

ヨイショの男 (2002)

歌,出演 :桜井孝太郎

恋愛偏差値 (2002)

出演

陰陽師 (2001)

出演 :安倍晴明
出演

催眠 (2000)
世にも奇妙な物語

出演

ＳＭＡＰの特別編 (2000)

出演

催眠 (1999)
古畑任三郎スペシャル
世にも奇妙な物語

出演

ＶＳ. ＳＭＡＰ (1999)

出演

秋の特別編 (1998)

ソムリエ (1998)

出演

特命リサーチ２００Ｘ (1997～2002)

出演

踊る大捜査線

出演

歳末特別警戒スペシャル (1997)

パラサイト・イヴ (1996)

出演 :大野達郎

スーパースキャンダル SUPER SCANDAL (1996)

出演

シュート！ (1994)

出演 :馬場圭吾

プライベート・レッスン (1993)

出演

ＳＭＡＰ／はじめての夏 (1993)

出演

ＳＭＡＰ／心の鏡 (1992)

出演

さらば愛しのやくざ (1990)

出演 :高梨隆
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