MOUVEMENT
声優・ナレーター事務所／総合映像プロダクション
ーション収録、モバイルまで。
https://mouvement.jp

ムーブマン！ＶＰ、イベント、音楽、ナレ

田原 アルノ

プロフィール
Aruno Tahara：たはら あるの
出 身：東京都
特 技：ゴルフ

主な活動歴
ナレーション
テレビ東京「いくぞニッポン!こども経済ＴＶ」
NHKEテレ「趣味どきっ！〜ゼロからスタート もう怖くない！スマホ〜」
NTV「ニュースエブリィ『エブリィ特集』ローカル線で行く！駿豆」
NTV「エブリィ特集・ローカルグルメを満喫！おいしい途中下車の旅・大井川鉄道線」
NTV「エブリィ特集・お役所の食堂」
NTV「エブリィ特集・おいしい途中下車の旅・東武宇都宮線〜日光線」
NTV「エブリィ特集・ローカル線で行く！ローカル線で行く！ローカルグルメ麺」
NTV「緊急出動!逃走車を追え 交通警察2015」
NTV「エブリィ特集・ローカル線で行く！ローカルグルメの旅・伊豆急行」
NTV「エブリィ特集・ローカル線で行く！ローカルグルメの旅・御殿場線」
NTV「エブリィ特集・ローカル鉄道に乗って、ローカルグルメを食べにいこう！」
NTV「エブリィ特集・見たぞ〜！巨大ショッピングモールの裏側」
BS日テレ「まだ間に合う！韓国ドラマ『輝いてスングム』」
NTV「エブリィ特集・地下鉄の裏側」
NTV「エブリィ特集・女性向けメニュー開発に密着」
NTV「エブリィ特集・進化するコンビニおにぎり」
スペースシャワーTV「V.I.P.─MAN WITH A MISSION─」
NTV「紅葉の京都ぶらぶら旅」
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NTV「エブリィ特集・カルガモ親子」
NTV「緊急出動!逃走車を追え!交通警察 真夏の大捜査線」
NTV「エブリィ特集・奮闘！お得な温泉宿人気のウラ側」
NHKEテレ「高校講座コミュニケーション英語I」コーナー「Let s Communicate！」
HC「モノの誕生秘話」
DVD「癒しの富士山〜ふるさとの祈り〜」
DVD「癒しの富士山〜新たなる命の芽吹き〜」
NTV「エブリ特集〜奮闘! お得な温泉宿人気のウラ側〜」13.02.07
TBS「スパモク！！いよっ！日本一ランキング」12.09.13
NHK-BS1 BSドキュメンタリー「ジョージ６世の親友」11.07.28
WOWOW「ジェイミーの食育白書 第１話」 兼ジェフ役
ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰCH「シリーズ カメラが捕えた弱肉強食の世界｣
DVD「癒しの富士山〜ふるさとの祈り〜」
DVD「癒しの富士山〜新たなる命の芽吹き〜」
DVD「絶景!富士山 新・富嶽三十六景」
HC「現代の驚異」(レギュラー)
NHK BS「BS世界のドキュメンタリー」
BSフジ「[ドラマ]朱蒙〜チュモン〜」
AXN「[ドラマ]プッシング・デイジー〜恋するパイメーカー〜」

CM
「東京ガス エネファーム」 電気ウナギイヌ/節電ウナギイヌ
「NOVAオトナ語の謎」塩田部長
「IBM」
「GBAマリオゴルフ」
「トヨタクラウン」 ほか多数

外画
「チャップリンのスケート」DVD
「ブルーサンダー」モントーヤ役ほかWOWOW
「ハングオーバー！！！最後の反省会」シド役DVD
「マリーゴールド・ホテルで会いましょう」クラブの男役ほかDVD
「チャップリン・ザ・ルーツ」エドナの父役、ランド役
「CSI：NY シーズン7#16 ジェーン・ドーは見た」キース役DVD
「プロテクター」ホワイトヘッド役DVD
「ハングオーバー!!史上最悪の二日酔い、国境を越える」シド役DVD
「瞳の奥の秘密」DVD
「アメリア 永遠の翼」ベラーツDVD
「アヴァロン 千年の恋」ポールTV
「ペイ・フォワード」シモネット先生(ケビン・スペイシー)DVD
「ミッション:インポッシブル2」ビリー役（ジョン・ポルソン）EX
「オーシャンズ１３」リヴィングストン(エディ・ジェイミソン)TV
「オーシャンズ１１」リヴィングストン(エディ・ジェイミソン)DVD
「ハイスクール・ミュージカル2」フルトン(マーク・Ｆ・テイラー)TV
「仮面の男」アラミス(ジェレミー・アイアンズ)DVD
「ハイスクール・ミュージカル」フルトン(マーク・Ｆ・テイラー)TV
「タイタニック」
「スリー・リバーズ」フレッド・ハーディ（トム・アトキンス）DVD
「スリー・リバーズ」フランク・モリス（アンドレ・ブラウアー）CX版
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「射鵰英雄伝(しゃちょうえいゆうでん)」黄薬師ほかTV
「ノー・エスケイプ」ダイサート(ジャック・シェパード)DVD
「華氏911」ジョージ・W・ブッシュ(本人)DVD
「ゴッドファーザー１・２」トム・ヘイゲン(ロバート・デュヴァル)DVD
「カンパニー・マン」キャラウェイ(ティモシー・ウェバー)DVD
「マルセイユ・ヴァイス」ダビッド(フランク・メイルー)DVD
「ハルク」
「k-１９」ススロフ(ラビル・イスヤノフ)DVD
「H ［エイチ］」イ班長(クォン・ヒョクプン)DVD
「山猫は眠らない2/狙撃手の掟」パヴェル(タマス・プスカ)DVD
「ジョンQ-最後の決断-」レスター・マシューズ(エディ・グリフィン)DVD
「シカゴ」
「エアフォース・ワン」ジャック・ドハーディ(トム・エバレット)TV
「アメリカン・スウィートハート」デイヴ・キングマン(スタンリー・トゥッチ)DVD
「ザ・メキシカン」テッド・スローカム(J・K・シモンズ)TV
「ニューヨークの恋人」
「グラディエーター」
「マグノリア」ドニー(ウィリアム・H・メイシー)DVD
「ジャンヌダルク」
「サイクロンZ」ウェン先生(ウー・フォン)VHS
「スペース・トラッカー」ネイベル博士/マカヌード船長(ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾀﾞﾝｽ)DVD
「交渉人」スコット(ﾃﾞｨｰﾝ･ﾉﾘｽ)/グレン(ﾌﾞﾗｯﾄﾞ･ﾌﾞﾚｲｽﾞﾃﾞｲﾙ)DVD
「交渉人」モラン(ﾌﾞﾙｰｽ･ﾗｲﾄ)TV
「ミッションインポッシブル」ウィリアムDVD
「バウンド」シェリー(バリー・キヴェル)DVD
「ラリー・フリント」マイルス(マイルズ・チャピン)DVD
「オデュッセイア/魔の海の大航海」アルキノオス(ジェローン・クラッベ)TV
「ノース ちいさな旅人」ノースのパパ(ジェイソン・アレクサンダー)DVD
「アポロ１３」
「アイランド」
「バッﾄマン」
「ドランクモンキー 酔拳」
「ジョーズ」ほか多数

海外ドラマ
「刑事フォイル レーダー基地(前後編)」ハロルド・スミス役
「超音速攻撃ヘリ エアーウルフ」クレイン役(一部分のみ)
「アガサ・クリスティー トミーとタペンス―2人で探偵を―『秘密機関』」アンドリュー・ヘイヴィル役
「ザ・ミッシング〜消えた少年〜」ジーグ役
「ブラックリスト２ 第６話」パール役
「新米刑事モース〜オックスフォード事件簿〜」チャーチ警部補役
「キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き４ 第３話」アリ・ワイス役
「リゾーリ＆アイルズ３」パイク役
「アンダーカバーボス３ 社長潜入調査 第４話｣ リック役
「救命医ハンク４」ホステトラー役
「ストライクバック：極秘ミッション 第１話」
「バーン・ノーティス 元スパイの逆襲５第１７話」イアン役
「続 ハリーズ・ロー 裏通り法律事務所」スヌート役
「CSI：NY シーズン7 第16話」キース役
「天才学級アント・ファーム# 15」ケニー役
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「三国志Three Kingdoms」劉表役
「iCarly（アイ・カーリー）」カーリーの祖父役
「カリフォルニケーション１〜７」チャーリー役（レギュラー）
「エバーウッド 遥かなるコロラド」ドクター・アボット役
「ROME」キケロ役
「シックス・フィート・アンダー」ジョージ役
「デスパレートな妻たち」ビクター役
「BONES 2 #17」ドンラン神父役
「宮廷女官チャングムの誓い第2話」燕山君役
「フレンズ」フランク・ブッフェSr.役
「マードック・ミステリー〜刑事マードックの捜査ファイル〜」
「ミス・マープル2 スリーピング・マーダー」ケネディ役
「ミス・マープル3 バートラム・ホテルにて」ムッティ役
「刑事コロンボ６２話」検視官（ブルース・Ｅ・モロー）役 ほか多数

ヴォイスオーバー
「モーガン・フリーマン 時空を超えて」クリス・ヴォイト役16.04
「BS世界のドキュメンタリー・ベトナム戦争終結から４０年 サイゴン陥落 緊迫の脱出 」ド・キエム役15.04
「地球ドラマチック 意外と知らないハトの話」15.03
「BS世界のドキュメンタリー・地球を食い尽くすのは誰？〜 人口爆発 の真実〜」ナレーター役(俳優：ヴェルナー
・ポーテ)15.03
「アナと雪の女王のすべて」ジョン・ラセター役 15.02
「BS世界のドキュメンタリー・美しく青きドナウ〜名ワルツは、こうして生まれた〜」クリストフ・ワーグナー・ト
レンクヴィッツ役15.01
「BS世界のドキュメンタリー・イラン 核開発論争の40年」
「BS世界のドキュメンタリー・いま 明かされる情報戦 ベルリン
地下トンネル盗聴作戦」オレグ･カルギン役ほか12.12.19
「地球ドラマチック スコットランド 巨石神殿 の謎」
「BS世界のドキュメンタリー世界の屋根の王朝」張 建林役12.3.24
「BS世界のドキュメンタリー・ｲﾝｻｲﾄﾞ ｼﾘｱ」ﾑﾙﾊﾌ･ｼﾞｭｴｼﾞｬﾃｨほか役12.2.21
「BS世界のドキュメンタリー・われらの新聞」ｱﾝﾄﾞﾚｲ役11.12.15
「BS世界のドキュメンタリー＜ｼﾘｰｽﾞ ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ紛争10年＞」ﾀｰｼﾞ･ﾏﾘｸ役11.10
ﾃﾞｨｽﾞﾆｰCH「デン・ブラザーＰＲ」マーク・エル・テイラー監督役'11
ETV「発掘 ストーンヘンジ」マイク・Ｐ・ピアソン役11.07
「BS世界のﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ＜ｼﾘｰｽﾞ 迫り来る危機＞」ﾘﾁｬｰﾄﾞﾑﾗｰ11.05.
ETV「地球ドラマチック 検証 バミューダ」マイク・バーネット役11.02
「BS世界のドキュメンタリー＜ｼﾘｰｽﾞ メジャーリーグ＞」
ETV「地球ドラマチック 謎の文明ナスカ」マルクス・ラインデル役 ほか多数

アニメ
「それいけ！アンパンマン」大根座長/ごますり和尚/ショウガナイさん
「江戸川コナン失踪事件〜史上最悪の二日間」鍵屋のマル14.12
「エリアの騎士」逢沢の父12.01
「ゼロの使い魔Ｆ」オルレアン公の執事ペルスラン12.01
「ワンピース ４８８話」ベックマン
「ハロー・キティ」キティのパパ
「ドラえもん」しずかのパパ（３代目）
「STAND BY ME ドラえもん」しずかのパパ
「シュレック」
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「銀河英雄伝説」グリューネマン
「楽しいダックタウン」エド
「おぼっちゃまくん」じいや
「平成天才バカボン」ウナギイヌ
「メジャー」本田義治
「ワンピース」マシラ
「サイボーグ００９」
「ふしぎの海のナディア」
「ルパン三世」
「NARUTO」
「ターザン」ほか多数

劇場版アニメ
「ランゴ」セニョールフラン11.10.
「ガンドレス」ウォン市長
「機動戦士ガンダムII 哀・戦士編 特別版」セキ技術大佐
「ドラえもん のび太のパラレル西遊記」妖怪
「名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌」高田正雄
「サンダーバード'04実写版」アロイシャス・パーカー
「えっちゃんの戦争」えっちゃんの父
「80デイズ」
「シュレック」
「ツーブラザーズ」
「ピノッキオ」ほか多数

舞台
「声優口演ライブ『没後40年チャップリン特集』」
神奈川子ども未来ファンド「再演〜朗読劇ハッピーバースデー」おじいちゃん役'13.11
「声優口演ライブinしたコメ２０１３」口演'13.09.15
神奈川子ども未来ファンド「再演〜朗読劇ハッピーバースデー」ナレーション'12.11
「声優口演ライブinしたコメ２０１２」口演'12.09.16
今岡美術館「平家物語『語り』と『琵琶』の調べ」12.09.01
｢原典から見た平清盛｣出演 12.04.30
声優による群読構成劇「口伝 平家物語」
子午線の祀り（平次景高）

その他
朗読ＬＩＶＥ アルノの会ｖｏｌ．１８
平家物語に楽しむ会 VoL.2
アルノの会 朗読ＬＩＶＥ ｖｏｌ．１７
アルノの会 朗読ＬＩＶＥ ｖｏｌ．１６
アルノの会 朗読ＬＩＶＥ ｖｏｌ．１５
アルノの会 朗読ＬＩＶＥ ｖｏｌ．９
アルノの会 朗読ＬＩＶＥ ｖｏｌ．８
アルノの会 朗読ＬＩＶＥ ｖｏｌ．７
アルノの会 朗読ＬＩＶＥ ｖｏｌ．６
アルノの会 朗読ＬＩＶＥ ｖｏｌ．５
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PS2「さるベージ」ワンピースキャラクターソング
朗読会「アルノの会」主催
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