
振付師      川崎 悦子 
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一世風靡セピア「前略、道の上より」で振付家デビュー。 

CM「￥en shop武富士」のダンスも代表作の一つ 

サザンオールスターズ・Mr.Children・ DREAMS COME TRUE など数多くのアーティストのコンサート

のステージング、 TV ドラマ 「女王の教室」「モテキ」などのダンスシーンも担当 

劇団☆新感線、サードステージ、演劇集団キャラメルボックス、宝塚歌劇団、「Endless SHOCK」 

「ロッキーホラーショー」など、数多くの舞台の振付を手掛ける。 

ミュージカル、ディナーショーなどで演出家としての顔ももつ。 

1982 年にビートニックスタジオを設立。ダンサーの育成に尽力している。 

平成 26年度 日本オリンピック委員会  強化スタッフ（ コーチングスタッフ） 

第 22 回読売演劇大賞  優秀スタッフ賞受賞（’15） 

 

連絡先 / ㈱融合事務所 

〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南 2-23-7 エビスパークヒルズ 203号 TEL:03-3794-2404 FAX:03-3794-2405 

http://www.yougooffice.com           



 

川崎悦子  芸歴 1 
 

【舞台 1】 *振 付  

木 野花プ ロデュ ース「 大恋愛 」恵比 寿ファ クトリ ー（ 88）  

木 野花プ ロデュ ース「 〇×式 ゴドー を待ち ながら 」池袋 小劇場 （ 90）  

劇 団☆新 感線「ス サノオ ～武 流転生 ～」青山 円形劇 場（ 94）/ 第 三舞台「 トライア ルプレ イ VOL2」PARCO 劇場（ 95） 

劇 団☆新 感線「 ゴロー におま かせ 3」シ アター アプル（ 95）   

PARCO プロデ ュース 「美女と トーク ン・マ ヨネー ズ」 PARCO 劇場（ 96）  

木 野花プ ロデュ ース「 永作博 美  一 人芝居  水物 語」ス ペース ZERO（ 97）  

R.U.P プロデ ュース 「広島に 原爆を 落とす 日」紀 伊国屋 サザン シアタ ー（ 97）  

「 君はい い人チ ャーリ ーブラ ウン」 博品館 劇場（ 97）  

PARCO プロデ ュース 「ザ・ロ ッキー ホラー ショー 」 PARCO 劇 場（ 97）  

宝 塚歌劇 団  雪 組「凍 てつい た明日」日本 青年館（ 98）/ R.U.P プロ デュ ース「月 晶島綺 譚」銀 座セゾ ン劇場（ 99） 

INOUE-KABUKI HORI-MIX「西 遊記～ PSY U CHIC～」青 山劇場 （ 99）  

宝 塚歌劇 団  月 組「螺 旋のオ ルフェ 」宝塚 劇場（ 99） / 宝塚 歌劇団  宙組 「 TEMPEST」 宝塚バ ウホー ル（ 99）  

鴻 上ネッ トワー ク「も のがた り降る 夜」俳 優座劇 場（ 99） /「こち ら葛飾 区亀有公 園前派 出所」 博品館 劇場（ 99） 

PARCO プロデ ュース 「ザ・ロ ッキー ホラー ショー 」 PARCO 劇 場（ 99）  

PARCO プロデ ュース 「マヌエ ラ」 PARCO 劇場（ 99） / 宝 塚歌劇 団  月 組「 BLUE MOON BLUE」宝 塚劇場 （ 00）  

宝 塚歌劇 団  雪 組「デ パート メント  スト ア」宝 塚劇場 （ 00）  

INOUE-KABUKI SHOCHIKU-MIX「阿修 羅城の 瞳  BLOOD GETS IN YOUR EYES」新 橋演舞 場（ 00）   

宝 塚歌劇 団  雪 組「パ ッサー ジュ」 宝塚劇 場（ 01） / 「 安寿ミ ラ  ダ ンスコ ンサー ト」ア ートス フィア （ 01）  

INOUE-KABUKI HORI-MIX「大 江戸ロ ケット 」青山 劇場（ 01）  

ア トリエ ダンカ ン「こ くまろ な女達 」 Bunkamura シアタ ーコク ーン（ 01）  

ル  テア トル銀 座「 GODSPELL」シア タート ラム（ 01）  

第 三舞台 「恋愛 戯曲紀 伊国屋 ホール （ 01） / 第 三舞台「 ファン トムペ イン」 ル  テ アトル 銀座（ 01）  

サ ードス テージ RUP プ ロデュ ース「 ララバ イまた は百年 の子守 歌」紀 伊国屋 サザン シアタ ー（ 01）  

R.U.P プロデ ュース 「デジャ ヴュ  ‘ 01」 紀伊国 屋ホー ル（ 01）  

「 SNOOPY!!! THE MUSICAL」銀 座博品 館劇場 （ 01） / DIRT1600 VOL.1「 HO-BO」 銀座博 品館劇 場（ 01）  

メ ジャー リーグ 「さよ ならの 城」サ ンシャ イン劇 場（ 01）  

東 宝芸能 「 BEAST IS DEAD～野 獣郎見 参！」 青山劇場 （ 01） / 東 宝「パ ナマハッ ティ」 帝国劇 場（ 02）  

松 竹プロ デュー ス「喜 劇  地 獄めぐ り」新 橋演舞 場  （ 02） / 松竹 プロデ ュース「 アテル イ」新 橋演舞 場（ 02）  

K-LINKS「葉 っぱの フレディ 」東京 芸術劇 場中ホ ール（ 02） /  

K-LINKS「 Down Town Follies vol.1」青山 円形劇場 （ 02）  

K-LINKS「 Thank you！ Broadway！ vol.2」 青山劇 場（ 02）  

ア トリエ ダンカ ン「リ トル・ ヴォイ ス」 Bunkamura シア ターコ クーン （ 02）  

ル  テア トル銀 座「 GODSPELL（ 再演 ）」ル  テア トル銀 座（ 02）/ 劇 団☆新 感線「七 芒星」赤坂 ACT シア ター（ 02） 

ヴ ィレッ ヂ「天 保十二 年のシ ェイク スピア 」赤坂 ACT シ アター （ 02）  

R.U.P プロデ ュース 「スサノ オ～神 の剣の 物語」 赤坂 ACT シ アター （ 02）  

R.U.P プロデ ュース「儚 HAKANA」PARCO 劇場（ 02）/ R.U.P プ ロデュ ース「 透明人間 の蒸気（ゆ げ）」青山 劇場（ 02） 

「 ライア ーガー ル」天 王洲ア イル  アート スフィ ア（ 02） /宇宙堂 「詩の しの詩」 本多劇 場（ 02）  

鴻 上ネッ トワー ク「幽 霊はこ こにい る」紀 伊国屋 サザン シアタ ー（ 02）  

三 都企画 「ジャ ックブ レルは 今日も パリに 生きて 歌って いる」 紀伊国 屋サ ザ ンシア ター（ 02）  

三 都企画 「ジャ ックブ レルは 今日も パリに 生きて 歌って いる（ 再演 ）」サ ンシャイ ン劇場 （ 03）  

劇 団☆新 感線「 花の紅 天狗」 ル  テア トル銀 座（ 03） *出 演  

松 竹プロ デュー ス「阿 修羅城 の瞳（ 再演 ）」新 橋演舞場 （ 03）  

「 こちら 葛飾区 亀有公 園前派 出所（ 再演 ）」銀 座博品館 劇場（ 03）  

宝 塚歌劇 団星組「バビ ロン」東京宝 塚劇場（ 03）/ホリプ ロミュ ージカ ル「天 使は瞳 を閉じ て」ル テアト ル銀座（ 03） 

R.U.P プロデ ュース 「寝盗ら れ宗介 」紀伊 国屋サ ザンシ アター （ 03） / 「 Zipper」 青山円 形劇場 （ 03）  

オ フィス ・コッ トーネ 「雨上 がりの 夜空に 」本多 劇場（ 03） / 近鉄 劇場「 サボテン の花」 名鉄ホ ール（ 03）  

TS ミュー ジカル ファン デーシ ョン「 砂の戦 士たち 」サン シャイ ン劇場 （ 03）  

ワ タナベ エンタ ーテイ ンメン ト「 OUT OF ORDER」 青山劇 場（ 04） / 東宝「 ドリーム ・ボー イ」帝 国劇場 （ 04）  

東 宝「 SHIROH」 帝国劇 場（ 04） / K-LINKS「 Down Town Follies vol,2」青山円 形劇場 （ 04）  

宝 塚歌劇 団  星 組「ロ マンチ カ宝塚 ‘ 04」 東京宝 塚劇場 （ 04） / 宝 塚歌劇 団  月組 「薔薇 の封印 」（ 04）  

劇 団☆新 感線「 レッツ ゴー！ 忍法帖 」サン シャイ ン劇場 （ 04）  

劇 団☆新 感線「 髑髏城 の七人 （アカ ドクロ ）」 新国立劇 場  中 劇場（ 04）  

劇 団☆新 感線「 髑髏城 の七人 （アオ ドクロ ）」 日生劇場 （ 04） / 劇 団☆新 感線「 SHIROH」 帝国劇 場（ 04）  

キ ャラメ ルボッ クス「 ヒトミ 」シア ターア プル（ 04）  

キ ャラメ ルボッ クス「 ブラッ ク・フ ラッグ ・ブル ーズ」 サンシ ャイン 劇場（ 04）  

キ ャラメ ルボッ クス「 スキッ プ」サ ンシャ イン劇 場（ 04）  

「 ダウン タウン ・フォ ーリー ズ」（ 04） / 音 事協「 スタ ー誕生 」青山 劇場（ 04）  

「 透明人 間の蒸 気（ゆ げ）」（ 04） /「 123～ ひふみ ～」（ 04）  

R.U.P プロデ ュース 「ロミオ とジュ リエッ ト」東 京グロ ーブ座 （ 04）  

R.U.P プロデ ュース 「 SAY YOU KIDS」 シアタ ードラマ シティ （ 04）  

木 野花プ ロデュ ース「 真夏の 夜の夢 」グロ ーブ座 （ 04）  

木 野花プ ロデュ ース「 ぼくに やさし い四人 の女た ち」東 京芸術 劇場  小ホー ル（ 04）  

フ ジテレ ビ主催 「 Broadway Gala Concert 2005」東 京国際 フォー ラム（ 05）  

オ ン・タ イム「 バット ・ボー イ  ザ ・ミュ ージカ ル」シ アター 1010（ 05）  

演 劇ユニ ット  トレラ ンス「 ブロー クン  マクベ ス」紀 伊国屋 ホール （ 05）  

東 宝「 Endless SHOCK」帝国 劇場（ 05） / 劇団 ☆新感線 「荒神 」青山 劇場（ 05）  

劇 団☆新 感線「 吉原御 免状」 青山劇 場（ 05） /「ダウン タウン ・フォ ーリー ズ」（ 05）  

宝 塚歌劇 団  花 組「マ ラケシ ュ・紅 の墓標 」東京 宝塚劇 場（ 05）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「広く てすて きな宇 宙じゃ ないか 」シア ターア プル（ 05）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「僕の ポケッ トは星 でいっ ぱい」 シアタ ーアプ ル（ 05）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「スケ ッチブ ック・ ボイジ ャー」 サンシ ャイン 劇場（ 05）  

演 劇ユニ ット  トレラ ンス「 ブロー クン  マクベ ス」紀 伊国屋 ホール （ 05）  
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【舞台 2】 *振 付  

東 宝「 Endless SHOCK」帝国 劇場（ 05） / 劇団 ☆新感線 「荒神 」青山 劇場（ 05）  

劇 団☆新 感線「 吉原御 免状」 青山劇 場（ 05） / 「ダウン タウン ・フォ ーリー ズ」（ 05）  

宝 塚歌劇 団  花 組「マ ラケシ ュ・紅 の墓標 」東京 宝塚劇 場（ 05）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「広く てすて きな宇 宙じゃ ないか 」シア ターア プル（ 05）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「僕の ポケッ トは星 でいっ ぱい」 シアタ ーアプ ル（ 05）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「スケ ッチブ ック・ ボイジ ャー」 サンシ ャイン 劇場（ 05）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「クロ ノス」 サンシ ャイン 劇場（ 05）  

「 Hey!Say! DREAMBOY」梅田 芸術劇 場（ 05） /「世界は 二人の ために 」草月 ホール （ 05）  

サ スペン ス×ミュ ージカ ル「 ZIPPER」品川 クラブ eX（ 05）  

ミ ュ ージ カ ル「 FAME」東 京芸 術 劇場  中劇 場（ 05） *演 出 ・振 付  

「 RED SHOES,BLACK STOCKINGS」ル  テアト ル銀座（ 05）  

「 Broadway Gala Concert 2005-2006」 東京国 際フォ ーラム  C ホール （ 05）  

「 BAT BOY」東 京厚生 年金会 館（ 06） /「 GRAND HOTEL」東 京国際 フォー ラム（ 06）  

東 宝「 Endless SHOCK」帝国 劇場（ 06） / 演劇集団キャラメルボックス「あした あなた あいたい」シアターアプル（06） 

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「ミス ・ダン デライ オン」 シアタ ーアプ ル（ 06）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「雨と 夢のあ とに」 サンシ ャイン 劇場（ 06）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「少年 ラヂオ 」サン シャイ ン劇場 （ 06）  

「 DOWNTOWN FOLLIES vol.4」青山 円形劇 場（ 06）  

ア トリエ ・ダン カンプ ロデュ ース  志村け ん一座 旗揚げ 公演「 志村魂 」東京 芸術劇 場  中 ホール （ 06）  

劇 団☆新 感線「 メタル マクベ ス」青 山劇場 （ 06）  

劇 団☆新 感線 NEXUS「 Cat in the Red Boots」東京 グロー ブ座（ 06）  

劇 団☆新 感線「 朧の森 に棲む 鬼」新 橋演舞 場（ 06）  

「 忍者イ リュー ジョン NARUTO-ナ ルト -」五 反田ゆ うぽう と（ 06）  

「 こちら 葛飾区 亀有公 園前派 出所」 スペー ス・ゼ ロ（ 06）  

「 SWEET CHARITY」東 京日生 劇場（ 06） *演出 ・振付  /「 FAME」東 京芸術 劇場（ 06）  

東 宝「 Endless SHOCK」帝国 劇場（ 07） / 東宝 「 DREAM BOY」 帝国劇 場（ 07）  

宝 塚歌劇 団  花 組ショ ー「 TUXEDO JAZZ」 東京宝 塚劇場 （ 07）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「サボ テンの 花」シ アター アプル （ 07）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「トリ ツカレ 男」サ ンシャ イン劇 場（ 07）  

ロ ックオ ペラ「 Tommy」日生 劇場（ 07） / ミス テリーミ ュージ カル「 そっと  おや すみ」 青山円 形劇場 （ 07）  

ア トリエ ・ダン カンプ ロデュ ース「 志村魂 2」 東京芸術 劇場  中劇場 （ 07）  

ミ ュージ カル「 ザ・ヒ ットパ レード 」ル  テアト ル銀座 （ 07）  

劇 団☆新 感線「 犬顔家 の一族 の陰謀 」サン シャイ ン劇場 （ 07）  

ミ ュージ カル劇 「 RATS 今村 さんの 早期退 職」青 山劇場 （ 07）  

劇 団☆新 感線「 IZO」青山劇 場（ 08） / 劇団☆ 新感線  SHINKANSEN☆ RX「五 右衛門 ロック 」新宿 コマ劇 場（ 08）  

東 宝「 Endless SHOCK」帝国 劇場（ 08）  

DANCE GALAXY vol.1「 GILLE～ ジ ル～ 」天 王 洲銀 河劇 場 （ 08） *演出 ・ 振付  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「きみ がいた 時間ぼ くのい く時間 」サン シャイ ン劇場 （ 08）  

ア トリエ ・ダン カンプ ロデュ ース「 志村魂 3」 天王洲銀 河劇場 （ 08）  

「 DOWNTOWN FOLLIES vol.5」北沢 タウン ホール （ 08）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「ハッ クルベ リーに さよな らを」 シアタ ーアプ ル（ 08）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「水平 線の歩 き方」 シアタ ーアプ ル（ 08）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「嵐に なるま で待っ て」サ ンシャ イン劇 場（ 08）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「君の 心臓の 鼓動が 聞 こえ る場所 」サン シャイ ン劇場 （ 08）  

舞 台版ド ラえも ん「の び太と アニマ ル惑星 」東京 芸術劇 場中ホ ール（ 08）  

宝 塚歌劇 団  雪 組「ソ ロモン の指輪 」東京 宝塚劇 場（ 08）  

竹 内まり やソン グミュ ージカ ル「本 気でオ ンリー ユー」 PARCO 劇場 （ 08）  

ミ ュージ カル「 ザ・ヒ ットパ レード ～ショ ウと私 を愛し た夫～ 」（ 再演） ル  テア トル銀 座（ 09）  

東 宝「 新春滝 沢革命 」帝 国劇 場（ 09）/ 東 宝「 Endless SHOCK」帝国劇 場（ 09）/東 宝「 DREAMBOYS」帝 国劇場（ 09） 

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「すべ ての風 景の中 に あな たがい ます」 新宿 FACE（ 09）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「光の 帝国」 新宿 FACE（ 09）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「さよ ならノ ーチラ ス号」 紀伊国 屋サザ ンシア ター（ 09）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「エン ジェル ・イヤ ーズ・ ストー リー」 サンシ ャイン 劇場（ 09）  

劇 団☆新 感線  いのう え歌舞 伎・壊 <PUNK>「蜉蝣 峠」赤 坂 ACT シアタ ー（ 09）  

劇 団☆新 幹線  INOUEKABUKI SHOCHIKU-MIX「 蛮幽鬼」 新橋演 舞場（ 09）  

「 最遊記 歌劇伝 -Dead or Alive」サ ンシャ イン劇場 （ 09） /「 その男 」東京芸 術劇場 中ホー ル（ 09）  

「 MISSING BOYs」 赤坂 ACT シア ター（ 09） /「 DOWNTOWN FOLLIES VOL.6」 青山円 形劇場 （ 09）  

ア トリエ ・ダン カンプ ロデュ ース「 志村魂 4」 天王洲銀 河劇場 （ 09）  

PLAYZONE2009「 太陽か らの手 紙」青 山劇場 （ 09）  

ミ ュージ カルロ マンチ ックコ メディ 「グッ バイ、 チャー リー」 東京芸 術劇場 （ 09）  

東 宝「滝 沢革命 」帝国 劇場（ 10） / 東宝 「 Endless SHOCK」帝 国劇場 （ 10）  

ホ リ プロ 「 ロー ズア ダ ージョ 」 天王 洲 銀河 劇場 （ 10） *演 出 ・振 付  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「南十 字星駅 で」サ ンシャ イン劇 場（ 10）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「ミス ・ダン デライ オン」 サンシ ャイン 劇場（ 10）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「バイ ・バイ ・ブラ ックバ ード」 サンシ ャイン 劇場（ 10）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「サン タクロ ースが 歌って くれた 」サン シャイ ン劇場 （ 10）  

梅 田芸術 劇場「 MATERIAL」天 王洲銀 河劇場 （ 10） / 梅田 芸術劇 場「安 蘭けい 箱舟」 天王洲 銀河劇 場（ 10）  

梅 田芸術 劇場「 ファン トム」 赤坂 ACT シア ター（ 10） / オー サーブ ル「 DOWNTOWN FOLLIES」 青山円 形劇場（ 10） 

2010 年劇 団☆新 幹線 30 周年 興業  春「薔 薇とサ ムライ 」赤坂 ACT シ アター （ 10）  

劇 団☆新 幹線  2010 年豊年漫作チャンピオンまつり「鋼鉄 番長」 サンシ ャイン 劇場（ 10）  

ア トリエ ・ダン カンプ ロデュ ース「 リトル ショッ プ・オ ブ・ホ ラーズ 」本多 劇場（ 10）  

ア トリエ ・ダン カンプ ロデュ ース「 志村魂 5」 天王洲銀 河劇場 （ 10）  
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【舞台 3】 *振 付  

宝 塚歌劇 団  雪 組「宝 塚  ロ ックオ ン」東 京宝塚 劇場（ 10）  

東 宝「滝 沢革命 」帝国 劇場（ 11） / 東宝 「 Endless SHOCK」帝 国劇場 （ 11） / 東宝 「 DREAMBOYS」帝 国劇場（ 11） 

ア ト リエ ・ ダン カン プ ロデュ ー ス「 ヒ ロイ ン」 銀 座博品 館 劇場 （ 11） *演 出・ 振付  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「夏の 扉」サ ンシャ イン劇 場（ 11）  

宝 塚歌劇 団  雪 組「宝 塚  ロ ックオ ン」東 京宝塚 劇場（ 11） /劇団☆新幹線「港町純情オセロ」赤坂 ACT シアター（11） 

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「水平 線の歩 き方」 サンシ ャイン 劇場（ 11）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「ヒア ・カム ズ・ザ ・サン 」サン シャイ ン劇場 （ 11）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「流星 ワゴン 」サン シャイ ン劇場 （ 11）  

ア トリエ ・ダン カンプ ロデュ ース「 志村魂 6」 天王洲銀 河劇場 （ 11）  

PARCO presents「 ロッキー ・ホラ ー・シ ョー」 サンシ ャイン 劇場（ 11）  

第 三舞台 「深呼 吸する 惑星」 紀伊国 屋ホー ル（ 11）  

ア ト リエ ・ ダン カン プ ロデュ ー ス「 ヒ ロイ ン～ 女 たちよ タ フで あ れ！ ～」 銀 座博品 館 劇場 （ 12） *演 出・ 振付  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「トリ ツカレ 男」赤 坂 ACT シア ター（ 12）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「アル ジャー ノンに 花束を 」サン シャイ ン劇場 （ 12）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「キャ ロリン グ」サ ンシャ イン劇 場（ 12）  

劇団☆新幹線「シレンとラギ」青山劇場（ 12）/劇団☆新幹線「 ZIPANG PUNK 五右衛門ロックⅢ」東急シアターオーブ（ 12） 

オ ーサー ブル「 DOWNTOWN FOLLIES vol.8」大和 田さく らホー ル（ 12）  

ア トリエ ・ダン カンプ ロデュ ース「 志村魂 7」 天王洲銀 河劇場 （ 12）  

ア トリエ ・ダン カンプ ロデュ ース「 リトル ショッ プ・オ ブ・ホ ラーズ 」本多 劇場（ 12）  

サ ードス テージ 「リン ダリン ダ」紀 伊国屋 サザン シアタ ー（ 12）  

M&Oplay プロ デュー ス「鎌塚 氏、す く い上 げる」 本多劇 場（ 12）  

東 宝「滝 沢革命 」帝国 劇場（ 12） / 東宝 「 DREAMBOYS」 帝国劇 場（ 12）  

東 宝「 JOHNNY’ S world」帝 国劇場 （ 12） / 虚 構の劇団 「イン トレラ ンスの 祭」シ アター サンモ ール（ 12）  

KOKAMI＠ network vol.12「 キフシ ャム国 の冒険 」（ 13）  

ア トリエ ・ダン カンプ ロデュ ース「 志村魂 」天王 洲銀河 劇場（ 13）  

松 竹  織 田作之 助生誕 100 年  青春グ ラフィ ティ音 楽劇 「ザ・ オダサ ク」新 橋演舞 場（ 13）  

オ ーサー ブル「 DOWNTOWN FOLLIES vol.9」シア ター 1010（ 13）  

パ ルコ 40 周 年記念 公演  い のうえ シェイ クスピ ア「鉈 切り丸 」東急 シアタ ーオー ブ（ 13）  

東 宝「 DREAM BOYS JET」帝国 劇場（ 13） / 東宝 「 Endless SHOCK」 梅田芸 術劇場（ 13）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「雨と 夢のあ とに」 サンシ ャイン 劇場（ 13）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「 Ultra Marine Blue ☆ Christmas」サ ンシャイ ン劇場 （ 13）  

東 宝「 Endless SHOCK」帝劇 （ 14）  

劇 団☆新 感線 2014 年春興行  いの うえ歌 舞伎「 蒼の乱 」東急 シ アタ ーオー ブ（ 14）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「ヒト ミ」「あな たがここ にいれ ばよか ったの に」サ ンシャ イン劇 場（ 14）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「鍵泥 棒のメ ソッド 」サン シャイ ン劇場 （ 14）  

松 竹  ミ ュージ カル「 ザ・オ ダサク 」 KAAT 神奈川 芸術劇 場（ 14）  

大 人の新 感線「 ラスト フラワ ーズ」 赤坂 ACT シア ター（ 14）  

イ ザワオ フィス 「志村 魂 9～ 一姫二 太郎三 かぼち ゃ～」 天王洲 銀河劇 場ほか （ 14）  

KOKAMI@network vol.13「朝 日のよ うな夕 日をつ れて 2014」新 宿紀伊 国屋ホ ールほ か（ 14）  

石 野真子 「 MAKO present’ s SingAct live Summer ～や わらか な幸せ ～」※ 演出（ 14）  

東 宝「 Endless SHOCK」梅田 芸術劇 場ほか （ 14） / 東宝 「 DREAM BOYS」帝国 劇場（ 14）  

ト ライア ウト vol.7「 LOVERS」赤 坂レッ ドシア ター（ 14）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「 BLIZZARD MUSIC」 振付  新神戸 オリエ ンタル 劇場 /サン シャイ ン劇場 （ 14）  

「 Endless SHOCK」 帝国劇場 （ 15） / SHOW－ ismⅧ「ユ イット 」日比 谷シア ターク リエ（ 15）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 30th vol.1「 クロノ ス・ジ ョウン ターの 伝説  ク ロノ スパス ファイ ンダー  」  

サ ンシャ イン劇 場 /サンケイ ホール ブリー ゼ（ 15）  

舞 台  サ ードス テージ「 ベタ ー・ハー フ」下北沢  本多劇 場 /サンケ イホー ルブリー ゼ /よみう り大手 町ホール（ 15） 

「 DOWNTOWN FOLLIES vol.10」ル ミネ the よし もと（ 15）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス「カ レッジ・オブ・ザ・ウ ィンド 」新 神戸オ リエンタ ル劇場 /サ ンシャ イン劇場（ 15） 

志 村けん 一座第 10 回公演「 志村魂 」中日 劇場 /明治座 （ 15）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「時を かける 少女」 サンシ ャイン 劇場 /サン ケイホー ルブリ ーゼ（ 15）  

劇 団☆新 感線 35 周 年オール スター チャン ピオン まつり 「五右 衛門 vs 轟 天」シア ター BRAVA！ /キャナ ルシテ ィ  

劇 場 /赤坂 ACT シア ター（ 15）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「水平 線の歩 き方 」「君を おくる 」東京 グロー ブ座 /サン ケイホ ールブ リーゼ（ 15）  

「 Clementia」～相 受け入れ ること 、寛容 ～天王 洲  銀 河劇場 （ 15） / 「 ABC 座  2015」日 生劇場 （ 15）  

舞 台オリ ジナル ミュー ジカル 「 HEADS UP！ 」神奈 川芸術 劇場（ 15）  

舞 台「水 夏希 Xmas ディナー ショー 2015」 構成・ 演出・ 振付  パレス ホテル 東京（ 15）  

志 村けん 笑（ SHIMURAKENSHOW）神奈 川県民 ホール （ 16） / 堂 本光一 主演「 Endless SHOCK」帝 国劇場 （ 16）  

演劇集団キャラメルボックス  2016 ダブルチャレンジ舞台「きみがいた時間  ぼくのいく時間」 /「フォーゲット・ミ

ー・ノット」サンケイホールブリーゼ /サンシャイン劇場（ 16）  

舞 台「黒 子のバ スケ」 THE ENCOUNTER サ ンシャ イン劇場 （ 16）  

舞台 サードステージ「イントレランスの祭」全労済ホール スペース・ゼロ/シアターBRAVA!/よみうり大手町ホール（16） 

ミ ュージ カル「 グレイ ト・ギ ャツビ ー」サ ンシャ イン劇 場（ 16）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「ナミ ヤ雑貨 店の奇 蹟」 Zepp ブル ーシア ター六 本木 /シア ター BRAVA！（ 16）  

演劇集団キャラメルボックス「彼は波の音がする  彼女は雨の音がする」サンシャイン劇場 /サンケイホールブリーゼ（ 16） 

「 こちら 葛飾区 亀有公 園前派 出所」 AiiA 2.5 Theater Tokyo/サン ケイホ ールブリ ーゼ（ 16）  

「 Clementia vol.3」 ～相受 け 入れ る こと 、寛 容 ～ /天 王 洲  銀河 劇場 （ 16） *構成 ・ 演出 ・ 振付  

+81 企 画『 段 差＠ 踊場 』 vol.1『 虫 愛づ る女 』 吉祥 寺シ ア ター （ 17） *演 出・ 出演  

堂 本光一 主演「 Endless SHOCK」 帝国劇 場（ 17）  

舞 台版ド ラえも ん「の び太と アニマ ル惑星 （プラ ネット ）」 サンシ ャイン 劇場他（ 17）  

ミ ュージ カル「 きみは いい人 、チャ ーリー ・ブラ ウン」 シアタ ークリ エ他（ 17）  
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【舞台 4】 *振 付  

舞 台「 SKIP[スキッ プ ]」サン シャイ ン劇場 （ 17）  

舞 台「リ トル・ ヴォイ ス」天 王洲銀 河劇場 （ 17）  

舞 台「黒 子のバ スケ」 OVER-DRIVE AiiA 2.5 Theater Tokyo（ 17）  

舞 台「ベ ター・ ハーフ 」下北 沢  本多 劇場（ 17）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 「スロ ウハイ ツの神 様」 サ ンシャ イン劇 場（ 17）  

志 村けん 一座  第 12 回公演  志村魂 「先づ 健康 」（ 17）  

演 劇集団 キャラ メルボ ックス 2017 グリ ーティ ングシア ター VOL.4「光の 帝国 」（ 17）  

ミ ュージ カル「 HEADS UP!／ ヘッズ ・アッ プ！」 TBS 赤 坂 ACT シアタ ー（ 18）  

 

 

【 TV】  *振 付  
TBS「 ROCK TO THE FUTURE」（ 97）  

NHK 朝 の連続 ドラマ 小説「天 うらら 」挿入 歌（ 98）  

CX「ラブ  コン プレッ クス」（ 00）  

YTV「 ロマン ス」（ 02）  

CX「愛す るため に愛さ れたい 」（ 03）  

NTV「 女王の 教室」 エンディ ング（ 05）  

CX「女の 一代記 ～越路 吹雪物 語～ 」（ 05）  

NTV「 今夜は これか ら」（ 06）  

NTV「 演歌の 女王 」（ 07）  

TX「モテ キ」（ 10）  

CX「カエ ルの王 女さま 」（ 12）  

 

 

【 CM】 *振 付  
JT「ハー フタイ ム」（ 88）  

資 生堂「 レディ ブラウ ン」（ 90）  

サ ンヨー 「冷蔵 庫」（ 90）  

三 菱電機 「カラ ーテレ ビ」（ 91）  

郵 便貯金 「’ 91」（ 91）  

\en shop 武富士 「ダンス 篇」・「 ダンス ジャケ ット篇 」（ 91）  

白 元「ミ セスロ イド 」（ 92）  

和 歌山県 世界リ ゾート 博（ 94）  

エ ステー 化学「 ムシュ ーダ」（ 94）  

明 治製菓 「チョ コ BOW」（ 94）  

ブ ルボン 「シャ メル 」（ 94）  

TDK「 ディス クジャ ック  DJ2」（ 94）  

ポ ッカ「 永いつ きあい 篇」・「こ いつが 好きだ 篇」（ 94）  

グ リコ「 つぶつ ぶフル ーツガ ム」（ 95）  

森 永「 ICE BOX」（ 96）  

北 海道拓 殖銀行 （ 96）  

エ バラ「 海藻サ ラダ 」（ 96）  

紳 士服の ハルヤ マ（ 96）  

ア ース製 薬「ノ ーマッ ト 120 日 」（ 97）  

ナ ムコワ ンダー エッグ 2「ゾ ンビナ イトフ ィーバ ー」（ 97）  

プ リマハ ム「黒 豚」（ 97）  

NTT DOCOMO 関西「 シティオ ・エリ ア拡大 篇」「値下げ ランナ ウェイ 篇」（ 97）  

ア メリカ ンファ ミリー 生命「 MR.MAX 登場！ 篇」（ 98）  

SONY「ハ ンディ ーカム  入学 式篇・ こども の国篇 ・留守 番篇 」（ 98）  

\en shop 武富士 「ダンス 1998 篇 」・「いき なりダン ス浜辺 篇」（ 98）  

リ ーバイ ス（ 99）  

ロ ッテ「 キシリ トール 」（ 01）  

ナ カヤマ （ 01）  

サ ッポロ 「サッ ポロ  プレミ アム  アルコ ールフ リー  ハーフ &ハ ーフ篇 」（ 12）  

金 冠堂「 キンカ ン  か ゆみと めたい 篇」（ 13）  

タ イガー /大 塚食品 /大 阪ガス /長 崎西海 楽園 /ミス タード ーナツ /日 本農産 工業 /グリ コ /ボトム アップ  

ピ ュアラ イン /ケー ズデンキ  

 

 

【コンサート・音楽】 *振 付  
サ ザンオ ールス ターズ /Mr.Children/柳 葉敏郎 /貴 水博之 /杜 けあき /岡 村孝子 /DREAMS COME TRUE/渡辺 美里  

大 橋純子 /稲 垣潤一 /リ ボン /一世 風靡セ ピア /紫吹 淳 /島 田歌穂 /ル カス・ ペルマン×中川晃 教  

大 阪パフ ォーマ ンスド ール /安蘭 けい /涼柴 央 /水夏希  ディナ ーショ ー（ 12）  *演出 ・振付   

遊 助「ヨ ッシャ 来い！ 」（ 12） /霧矢 大夢（ 13） /水夏希  クリ スマス ディナ ーショ ー（ 13） *構成・ 演出・振 付  

鈴 木蘭々  25 周年 記念ラ イブ *演 出・振 付（ 13）  

 

 

 

 

 

 



 

【映画】  *振 付  
「 ヤマト タケル 」（ 94）  

「 es」（ 95）  

「 MOROCCO ～横浜 愚連隊～ 」（ 96）  

「 モテキ 」（ 11）  
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【その他】 *振 付  
コ ナミ  DANCE EVOLUTION ARCADE「前略 、道の 上より 」（ 12）  

平 成 25 年、 26 年度 、日本オ リンピ ック委 員会強 化スタ ッフ（ コーチ ングス タッフ ）  

 

 

【主な受賞】  
第 22 回読売 演劇大 賞  

ス タッフ 賞  大 人の新 感線「 ラスト フラワ ーズ」 の振り 付け  


