
メインの仕事から分類

作品名作品名作品名作品名 役名役名役名役名 原語版声優原語版声優原語版声優原語版声優 日本語吹き替え日本語吹き替え日本語吹き替え日本語吹き替え カテゴリ

ルイスと未来泥棒 ルイス ダニエル・ハンセン 白石涼子 声優

ウィルバー ウェズリー・シンガーマン 吉野裕行 声優

山高帽の男 屋良有作 声優

バドおじいちゃん 納谷六朗 声優

タルーラ 安達忍 女優

フラニー ニコール・サリバン 本田貴子 声優

ルシールおばあちゃん 谷育子 声優

クランクルホーン博士 小宮和枝 女優

カール ハーランド・ウィリアムズ 多田野曜平 舞台俳優

アートおじさん アダム・ウェスト 谷口節 声優

ガストンおじさん ドン・ホール 清水明彦 俳優

ビリーおばさん ケリー・フーバー 久行敬子 女優

グーブ マシュー・ヨーステン 小林翼 子役

ラズロ 姫野恵二 俳優

フリッツおじさん チョー 声優

ペチュニアおばさん チョー 声優

スパイク 青山穣 声優

ディミトリ 青山穣 声優

会長 郷里大輔 声優

フランキー オーリアン・レッドソン 宮下栄治 声優

リジー トレイシー・ミラー・ザーネケ 高畑充希 女優

スタンリー ポール・ブッチャー 畠中祐 俳優

子供時代のフラニー ジェシー・フラワー 嶋村侑 声優

ウィラースタイン先生 トム・ケニー 小高三良 俳優

コーチ ドン・ホール 江川央生 声優

ハリントン ジョン・H・H・フォード 大川透 声優

ハリントン夫人 ダグ・マクギャリー よのひかり 声優

コーネリアス トム・セレック 井上和彦 声優

ミルドレッド アンジェラ・バセット 小林幸子 歌手

ボルト ボルト ジョン・トラボルタ 佐々木蔵之介 俳優

ペニー マイリー・サイラス 白石涼子 声優

ミトンズ スージー・エスマン 江角マキコ 女優

ライノ マーク・ウォルトン 天野ひろゆき お笑いタレント

ドクター・キャリコ マルコム・マクダウェル 中村秀利 声優

ディレクター ジェームズ・リプトン 東地宏樹 声優

ペニーのマネージャー グレッグ・ジャーマン 山路和弘 俳優

ペニーのパパ 根本泰彦 俳優

ペニーのママ グレイ・デリスル 滝沢ロコ 声優

ベテラン・キャット ディードリッヒ・バーダー 龍田直樹 声優

ブレイク ニック・スウォードソン 梅津秀行 声優

プリンセスと魔法のキス ティアナ アニカ・ノニ・ローズ 鈴木ほのか 舞台女優

ナヴィーン王子 ブルーノ・カンバス 丹宗立峰 俳優

魔術師ファシリエ キース・デイヴィッド 安崎求 俳優

ママ・オーディ ジェニファー・ルイス 荒井洸子 女優

イーライ"ビッグ・ダディ"ラバフ ジョン・グッドマン 玄田哲章 声優

シャーロット・ラバフ ジェニファー・コーディー 三瓶由布子 声優

ローレンス ピーター・バートレット 石住昭彦 俳優

レイモンド ジム・カミングス 駒田一 俳優

ルイス マイケル・レオン・ウーリー 小林アトム 俳優

ジェームズ テレンス・ハワード 三上市朗 俳優

ユードラ オプラ・ウィンフリー 杉村理加 女優

幼少時代のティアナ エリザベス・ダンペアー 藤井結夏 女優

幼少時代のシャーロット ブレアナ・ブルックス 諸星すみれ 子役

ヘンリー・フェナー ジェリー・ケルニオン 後藤敦 俳優

ハービー・フェナー コーリー・バートン 多田野曜平 舞台俳優

ビューフォード・デューク マイケル・コリアー 飯島肇 声優

レジー リッチー・モントゴメリー ふくまつ進紗 声優

ダーネル ドン・ホール 朝倉栄介 声優

スティーブン・J・アンダーソン

ローリー・メトカーフ

イーサン・サンドラー



トゥー・フィンガース ポール・ブリッグス 根本泰彦 俳優

塔の上のラプンツェル ラプンツェル マンディ・ムーア 中川翔子 マルチタレント

ラプンツェル 幼少時 デラニー・ローズ・ステイン 諸星すみれ 子役

フリン・ライダー ザッカリー・リーヴァイ 畠中洋 俳優

ゴーテル  ドナ・マーフィ 剣幸 女優

酒場の荒くれ者たち１ ブラッド・ギャレット 岡田誠 舞台俳優

酒場の荒くれ者たち２ ジェフリー・タンバー 石原慎一 歌手

スタビントン兄弟 ロン・パールマン 飯島肇 声優

警護隊長 M・C・ゲイニー 佐山陽規 舞台俳優

ショーティー ポール・F・トプキンス（英語版） 多田野曜平 舞台俳優

ヴラッド リチャード・キール 田中英樹 俳優

花を置く少女 デラニー・ローズ・ステイン 飯田汐音 女優

グレノ 根本泰彦 俳優

ウルフ  IKKAN 俳優

店の悪漢１ 小西のりゆき 俳優

店の悪漢２ 村上勧次朗 舞台俳優

店の悪漢３ Kuma 声優

王妃 菅原さおり 舞台女優

衛兵１ 落合佑介 俳優

衛兵２ 遠藤純平 俳優

踊る少年 宮崎亜友美 舞台女優

スカーフの女性 さとう優衣 舞台女優

パンを持った女性 鶴岡瑛梨 舞台女優

くまのプーさん (2011)くまのプーさん (2011)くまのプーさん (2011)くまのプーさん (2011) プー ジム・カミングス 亀山助清 声優

イーヨー バド・ラッキー 石田太郎 俳優

オウル クレイグ・ファーガソン 上田敏也 俳優

クリストファー・ロビン ジャック・ブリュター 渡邉奏人 俳優

ピグレット トラヴィス・オーツ 小形満 声優

カンガ クリステン・アンダーソン=ロペス 片岡富枝 声優

ルー ワイアット・ホール 山田瑛瑠 子役

ラビット トム・ケニー 龍田直樹 声優

スグモドル ヒューエル・ハウザー 三宅健太 声優

シュガー・ラッシュシュガー・ラッシュシュガー・ラッシュシュガー・ラッシュ ラルフ ジョン・C・ライリー 嶋村 カオル 声優

ヴァネロペ サラ・シルバーマン 諸星すみれ 子役

フェリックス
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 - ジャック・マクブレイヤー 花輪英司 声優

カルホーン軍曹 ジェーン・リンチ 田村聖子 声優

キャンディ大王 アラン・テュディック（多田野曜平） 多田野曜平 舞台俳優

タフィタ ミンディ・カリング（友近） 友近 お笑いタレント

マルコフスキー ジョー・ロー・トルグリオ（最上嗣生） 最上嗣生 声優

リトワク エド・オニール（高岡瓶々） 高岡瓶々 声優

ホログラム将軍 デニス・ヘイスバート（石塚運昇） 石塚運昇 声優

サティーン マーティン・ジャーヴィス（石塚運昇） 石塚運昇 声優

メアリー エディ・マックラーグ（堀越真己） 堀越真己 声優

ビッグ・ジーン レイモンド・S・パーシ（落合弘治） 落合弘治 声優

『ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド』のシリル「ゾンビ」 レイモンド・S・パーシ 岩崎ひろし 俳優

ディアンナ レイチェル・ハリス（瑚海みどり） 瑚海みどり 声優

ロイ スカイラー・アスティン（鳥海勝美） 鳥海勝美 声優

ウィンチェル アダム・カローラ（家中宏） 家中宏 声優

ダンカン ホラチオ・サンズ（武虎） 武虎 俳優

タッパー モーリス・ラマーシュ（辻親八） 辻親八 声優

ビアードパパ ジョン・ディマジオ（辻親八） 辻親八 声優

プレイヤーの女の子 ステファニー・スコット（うえだ星子） うえだ星子 声優

サワー・ビル リッチ・ムーア（青山穣） 青山穣 声優

『ストリートファイターII』のザンギエフ  リッチ・ムーア 広田みのる 俳優

キャンドルヘッド ケイティー・ローズ 黒沢かずこ〈森三中〉 お笑いタレント

ランシス・フラッガーバター ジェイミー・エルマン 大島美幸〈森三中〉 お笑いタレント

ジュビリーナ・ビンビン ジョージー・トリニダッド 村上知子〈森三中〉 お笑いタレント

クランベリーナ・ディ・キャラメロ  シンブレ・ウォーク 箕輪はるか〈ハリセンボン〉 お笑いタレント

グロイド・オレンジボア 近藤春菜〈ハリセンボン〉 お笑いタレント

コフート ブランドン・スコット 白熊寛嗣 声優



ブラッド ティム・マーテンス 髙階俊嗣 声優

『ストリートファイターII』のベガ ジェラルド・C・リヴァーズ 楠大典 声優

『モータルコンバット』のカノウ ブライアン・ケシンガー 佐藤美一 声優

『パックマン』のグズタ ケヴィン・ディーターズ 仲野裕 俳優

『ソニックシリーズ』のソニック・ザ・ヘッジホッグ ロジャー・クレイグ・スミス 金丸淳一 声優

サージ・プロテクター フィル・ジョンストン 二又一成 声優

『ストリートファイター』のリュウ カイル・エベール 武虎 俳優

『Dance Dance Revolution』のユニ・バース ジェイミー・スペアラー・ロバーツ 楠見藍子 声優

アナと雪の女王 アナ クリステン・ベル 神田沙也加 女優

エルサ イディナ・メンゼル 松たか子 女優

クリストフ ジョナサン・グロフ 原慎一郎 俳優

オラフ ジョシュ・ギャッド ピエール瀧 マルチタレント

ハンス王子 サンティノ・フォンタナ 津田英佑 舞台俳優

ウェーゼルトン公爵 アラン・テュディック 多田野曜平 舞台俳優

パビー キーラン・ハインズ 安崎求 舞台俳優

オーケン クリス・ウィリアムズ 北川勝博 俳優

カイ スティーブン・アンダーソン 飯島肇 声優

バルダ マイア・ウィルソン 杉村理加 女優

ゲルダ エディ・マックラーグ 増岡裕子 女優

司教 ロバート・パイン 竹本和正 俳優

アレンデール国王 モーリス・ラマルシェ 根本泰彦 俳優

幼いアナ リビー・スタベンラッチ 諸星すみれ 子役

幼いエルサ エヴァ・ベラ 佐々木りお 子役

10代のエルサ スペンサー・レイシー・ガーナス 小林柚葉 子役

スペインの高官 ジェス・コーティ 桂一雅 声優

アイルランドの高官 タッカー・ギルモア 野川雅史 声優

アレンデール王妃 ジェニファー・リー 最所美咲 女優

マシュマロウ ポール・ブリッグス 藤原貴弘 声優

ベイマックス ベイマックス スコット・アドシット 川島得愛 声優

ヒロ・ハマダ ライアン・ポッター 本城雄太郎 俳優

タダシ・ハマダ ダニエル・ヘニー 小泉孝太郎 俳優

フレッド T・J・ミラー 新田英人 声優

ゴー・ゴー ジェイミー・チャン 浅野真澄 声優

ワサビ デイモン・ウェイアンズ・Jr 武田幸史 声優

ハニー・レモン ジェネシス・ロドリゲス 山根舞 舞台女優

ロバート・キャラハン教授 ジェームズ・クロムウェル 金田明夫 俳優

アリステア・クレイ アラン・テュディック 森田順平 俳優

キャス マーヤ・ルドルフ 菅野美穂 女優

将軍 エイブラハム・ベンルービ 中田譲治 声優

アビゲイル・キャラハン ケイティ・ロウズ 植竹香菜 声優

ニュースキャスター ビリー・ブッシュ あべそういち 声優

警察官 ダニエル・ガーソン 坂口候一 声優

Mr.ヤマ ポール・ブリッグス 立木文彦 声優

女ボス シャーロット・グレイジアン 甲斐田裕子 声優

ヒースクリフ デイビット・ショーネシー こねり翔 俳優

フレッドの父親 スタン・リー 大木民夫 声優

ズートピア ジュディ・ホップス ジニファー・グッドウィン 上戸彩 女優

幼いホップス デラ・サバ 稲葉葉月 子役

ニック・ワイルド ジェイソン・ベイトマン 森川智之 声優

幼いニック キャス・スーシー 長谷川斗輝 子役

ボゴ署長 イドリス・エルバ 三宅健太 声優

ベルウェザー ジェニー・スレイト 竹内順子 声優

クロウハウザー ネイト・トレンス 高橋茂雄 (サバンナ) お笑いタレント

ボニー・ホップス ボニー・ハント 佐々木優子 声優

スチュー・ホップス ドン・レイク 大川透 声優

ヤックス トミー・チョン 丸山壮史 声優

ライオンハート市長 J. K. シモンズ 玄田哲章 声優

オッタートン夫人 オクタヴィア・スペンサー 根本圭子 声優

デューク・ウィーゼルトン アラン・テュディック 多田野曜平 舞台俳優

ガゼル シャキーラ Dream Ami 歌手



フラッシュ レイモンド・パーシ 村治学 俳優

フィニック トミー・タイニー・リスター 白熊寛嗣 声優

ナンギ ギータ・レディ 込山順子 声優

ジェリー・ジャンボーJr. ジョン・ディマジオ 遠藤純一 俳優

Mr.ビッグ モーリス・ラマーシュ 山路和弘 俳優

フルー・フルー リー・レイサム 近藤唯 声優

マンチャス ジェシー・コーティ 河本邦弘 声優

マッジ・ハニー・バジャー ケイティ・ロウズ 槇原千夏 声優

ギデオン・グレイ フィル・ジョンストン 武田幸史 声優

ダグ リッチ・ムーア 岩城泰司 声優

マイケル・狸山 芋洗坂係長 お笑いタレント

警察学校の教官 トリシア・カンニングハム 田村聖子 声優

アパートの大家 ジョシー・トリニダッド 込山順子 声優

バッキー・オリックス＝アントラーソン バイロン・ハワード 白熊寛嗣 声優

プロンク・オリックス＝アントラーソン ジャレド・ブッシュ 河合みのる 声優

アングリームース メリッサ・グッドウィン・シェパード 厚切りジェイソン お笑いタレント

マクホーン マーク・ライノ・スミス 遠藤純一 俳優

プリシラ クリステン・ベル 近藤唯 声優

モアナと伝説の海 モアナ・ワイアリキ アウリイ・クラヴァーリョ 屋比久知奈 女優

ベビー・モアナ ルイーズ・ブッシュ  竹野谷咲 子役

マウイ ドウェイン・ジョンソン 尾上松也 歌舞伎役者

トゥイ・ワイアリキ テムエラ・モリソン 安崎求 俳優

シーナ・ワイアリキ ニコール・シャージンガー 中村千絵 声優

タラ レイチェル・ハウス 夏木マリ 女優

タマトア ジェマイン・クレメント ROLLY 歌手

ヘイヘイ アラン・テュディック 多田野曜平 舞台俳優

数 CV割合

声優 95 46.6

俳優 44 21.6

女優 19 9.3

子役 11 5.4

舞台俳優 12 5.9

舞台女優 6 2.9

歌手 4 2.0

お笑いタレント 10 4.9

マルチタレント 2 1.0

歌舞伎役者 1 0.5
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