
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和泉崇司 (IZUMI SOHJI) 
 

生年月日：1988年2月1日  出身地：広島県廿日市市  身長：181cm  足のサイズ：26.5cm  

学歴： 米国アーカンソー中央大学 健康科学大学院 卒業 

資格： TOEIC900点  防災士  防災危機管理者 

東京消防庁上級救命講習修了、アメリカ心臓協会 BLS Provider、PADI レスキューダイバー 

第一種普通自動車免許、普通自動二輪車運転免許（MT） 

一級小型船舶操縦士免許、特殊小型船舶操縦士免許、講道館柔道初段 

特技： 救命救急、防災・減災活動、感染症対策、やり投げ、実弾射撃、戦闘戦略、ロープ降下 

 

🎬 バイリンガル俳優な経営者 

⛑ アメリカ陸軍でサバイバルも学んだ防災士 

🎓 米国健康科学大学院卒 健康オタク 

⛩ 広島県廿日市市 はつかいち応援大使 

🔥 東京オリンピック 聖火ランナー 

🎙 ひろしま満点ママ!! 水曜コメンテーター 

🏆 2020年観光映像大賞 観光庁長官賞受賞 

 
🗽 株式会社Universal Intuition 代表取締役 

🌏 クラップ株式会社 取締役副社長 



【テレビドラマ】                                                               

２０１２年 ７月～９月 テレビ朝日 連続ドラマ 「遺留捜査 Season2」 刑事課職員 役 

２０１２年 １２月 NHK大河ドラマ 「平清盛」 上総広常家人 役 

２０１３年 ５月 テレビ朝日 連続ドラマ 「遺留捜査 Season3」 汐見悟志 役 

２０１３年 ９月 テレビ朝日 「ニライカナイの語り部」 

２０１３年 ９月 テレビ朝日 SPドラマ 「特捜最前線2013」 大山巡査 役 

２０１３年 11月 NHK-BSプレミアム 「怪奇大作戦」 

２０１４年 ３月 テレビ朝日 SPドラマ 「スペシャリスト２」 永峰勇樹 役 

２０１４年 ５月 テレビ朝日 連続ドラマ 「TEAM-警視庁特別犯罪捜査本部」 第7話 林巡査長 役 

２０１４年 ６月 日本テレビ 連続ドラマ 「花咲舞が黙ってない」 最終話 亀田純一 役 

２０１４年 ８月 フジテレビ終戦70年特別番組 「命ある限り戦え、そして生き抜くんだ」 高木敏尚 役 

２０１４年 ９月  ＴＢＳテレビ 「女タクシードライバーの事件日誌７」  

２０１４年 １２月 ＴＢＳテレビ 連続ドラマ 「女はそれを許さない」 第９話～最終話  平田正人 役 

２０１５年 １月 TBSテレビ未来遺産 「ORANGE～1.17 命懸けで闘った消防士の魂の物語」 内藤聡 役  

２０１５年 １月 テレビ朝日 SPドラマ 「最後の証人」 三宅晃 役 

２０１５年 ２月 テレビ朝日 連続ドラマ 「出入り禁止の女〜事件記者クロガネ〜」 第5話 有吉辰哉 役 

２０１５年 ６月 TBSテレビ SPドラマ 「スクープ 遊軍記者・布施京一」 佐々木俊介 役 

２０１５年 ７月 TBSテレビ SPドラマ 松本清張サスペンス 「影の地帯」 日下部良一 役 

２０１５年 ９月 日本テレビ 連続ドラマ 「花咲舞が黙ってない」 第10話 加瀬直樹 役 

２０１５年 １０月～１２月 日本テレビ 連続ドラマ 「エンジェル・ハート」 カリート 役 （レギュラー） 

２０１６年 １月 テレビ朝日 SPドラマ 「検事の死命」 真淵淳一 役 

２０１６年 ２月 テレビ朝日 連続ドラマ 「スペシャリスト」 第７話 鮎原巧 役 

２０１６年 ５月〜９月WOWOW開局２５周年記念番組「沈まぬ太陽」第９〜２０話 恩地克己役 （レギュラー） 

２０１６年 ９月 日本テレビ SPドラマ 「ガードセンター２４ 広域警備指令室」  峰岸 役 

２０１６年 １０月 テレビ朝日 SPドラマ 「おみやさん スペシャル２」 西圭一郎 役 

２０１６年 １２月 テレビ朝日 SPドラマ 「検事の本懐」 小山哲明 役 

２０１７年 ２月 WOWOW×日テレ×Hulu共同制作ドラマ WOWOW版 「銭形警部」 高杉享 役 

２０１７年 ５月 WOWOW 連続ドラマ 「社長室の冬」 第２話 大西 役 

２０１７年 ７月 テレビ朝日 連続ドラマ 「遺留捜査 Season4」 高瀬信彦 役 （レギュラー） 

２０１７年 ７月 テレビ東京 SPドラマ 「テミスの剣」 野々村 役 

２０１８年 9月〜１０月 WOWOW 連続ドラマW 「真犯人」 柳栄次郎 役 (レギュラー)  

２０１９年 ４月 フジテレビ 平成の大晦日 令和につなぐテレビ 「プリンセス美智子さま物語」 野戸真 役 

２０２０年３月１５日（日） WOWOW 連続ドラマW 「オペレーションZ」 第1話・第2話 清水智治 役 

 

【映画】                                                                    

２０１３年 ６月 「二流小説家」 大下聡 役  監督：猪崎宣昭 

 

【舞台】                                                                           
2013年 8月～10月 舞台 「真田十勇士」 （脚本：中島かずき 演出：宮田慶子）赤坂ACTシアター・梅田芸術劇場・中日劇場 

2014年 2月～ 3月 舞台 「9days Queen」 ロバート・ケット 役 （作：青木豪 演出：白井晃） 赤坂ACTシアター 

2016年12月〜 1月 舞台 「シェイクスピア物語」 アダム役 （演出：佐藤幹夫）神奈川芸術劇場・梅田芸術劇場・中日劇場 

2017年 3月〜 4月 舞台 「ちるらん 新撰組鎮魂歌」 山南敬助役（演出：岡村俊一）天王洲銀河劇場・森ノ宮ピロティホール 

 

 

【バラエティ】                                                                   

２０１５年 １０月 日本テレビ 「行列のできる法律相談所」 

２０１５年 １０月 日本テレビ 「ぐるぐるナインティナイン」 

２０１５年 １０月 日本テレビ 「メレンゲの気持ち」 

２０１６年  ６月 日本テレビ 「超頭脳トレード」 清里高原PRムービー 

２０１８年 １１月  TBSテレビ 「消えた天才〜スポーツ名門校歴代最高の天才SP」 ※制作協力 



【イベント】                                                             

２０１８年 ４月６日 広島東洋カープ×横浜DeNAベイスターズ  国歌斉唱 

 

【テレビ・報道番組】                                          
２０１９年 ７月〜  テレビ新広島 「ひろしま満点ママ!!」 水曜準レギュラーコメンテーター 

 

【広告・CM】                                        
２０１９年 ７月〜  株式会社リエゾンエナジー 「SOENE」 イメージキャラクター 

２０１９年 ８月〜  株式会社ネオイズム 「Clap your Hands」 アンバサダー 

 

２０１９年 １１月〜 広島県廿日市市 TVCM & WEB CM 「愛の取調室」 

・全国広報コンクール 入選３席 受賞 

・第９回観光映像大賞 観光庁長官賞 受賞 

 

２０２０年 １２月〜 広島県廿日市市 TVCM & WEB CM 「愛の追跡」 

 

【その他】                                          
２０１９年 ４月〜 広島県廿日市市 「はつかいち応援大使」  

 

【所属事務所】                                          
 
株式会社 Universal Intuition  
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-35-11 代官山タワー302 号室 
 
電話：03-6421-2895 FAX：03-6478-8386  
Mail : info@universalintuition.co.jp 
公式サイト：https://www.izumisohji.com  
 


