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普通自動車第一種免許・大型二輪免許

【最新情報】
■テレビ
・東海テレビ・ＣＸ系オトナの土ドラ「リカ」第 1 部出演！
10/5・19・26（土）23：40～放送
■ＣＦ
・ファイザー㈱『神経障害性疼痛』疾患啓発
「神経の痛み解説 WEB 動画/頼れる上司」篇

連絡先

／ ㈱融合事務所
URL http://www.yougooffice.com
〒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
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【テレビ】
Ｅ Ｘ 「クイズ Mono ものがたり」
（88）
Ｂ Ｓ 「恋がしたい恋がしたい恋がしたい」（01）
ＴＢＳ 「真夜中の雨」
（02/11）
Ｔ Ｘ 「最高！ブギウギナイト」（03/4～9）*準レギュラー
ＴＢＳ 「被取締役新入社員」
（08）
ＴＢＳ 木曜ドラマ劇場「美しき罠～残花繚乱～」第 2、3、8 話（15/1/15、22、2/26）
Ｃ Ｘ 「オトナ女子」第 8 話（15/12/3）
Ｔ Ｘ 「釣りバカ日誌 新入社員 浜崎伝助」第 8 話（15/12/11）
ＮＨＫ 「ビューティフル・スロー・ライフ」（15/12/24）
WOWOW
連続ドラマ W「誤断」第 6 話（15/12/27）
BS ｽｶﾊﾟｰ 「武道館」スカパー！バージョン 第 2、3、4、7、8 話（16/2/17、24、3/2、23、30）
Ｃ Ｘ 「ノンママ白書」第 1 話（16/8/13）
Hulu 配信限定ドラマ「雨が降ると君は優しい」第 2 話（17/9/16）
Ｅ Ｘ 「明日の君がもっと好き」第 5 話（18/2/24）
ＴＢＳ 「アンナチュラル」第 10 話（18/3/16）
WOWOW
連続ドラマ W「真犯人」第 1 話（18/9/23）

THK・CX 系 オトナの土ドラ「結婚相手は抽選で」第 1 話（18/10/6）
ＴＢＳ
ＮＴＶ
ＴＢＳ

「中学聖日記」第 6 話、第 8 話（18/11/13、27）
「女の機嫌の直し方」全 3 回（19/3/16、23、30）
「集団左遷！」第 2 話（19/4/28）

【映画】
「天河伝説殺人事件 」監督：市川崑（91/3/16 公開）
「神の発明。悪魔の発明。
」監督：岩崎登（19/1/11 特別先行上映＠イオンシネマ新潟南、イオンシネマ県央）
「女の機嫌の直し方」監督：有田駿介（19/6/15 公開）

【ＣＭ】
㈱武富士 / エビス㈱ EBISU 歯ブラシ / ファイザー㈱

【ＷＥＢ】
ドラマ「愛車探偵社」第 3 話

【ＬＩＶＥ】
「空がくれた贈りもの」
（05/9 原宿アストロホール）
「MORE THAN WORDS」
（11 BLUSE ALLEY JAPAN）
「Mutual Promise -naoto & tekkan unplugged live-」（01/4/15 新宿 PIT INN）
「FEEL THE NEED! -naoto & tekkan

live vol.2-」
（01/12 新宿 PIT INN）

「FEEL THE NEED2 -naoto & tekkan

live vol.3-」
（02/5/12 SOMEDAY・神楽坂）

「naoto & tekkan

live vol.4」（05/5 赤坂グラフティー）

「CINEMATIC Lives」
（06/12 原宿アストロホール）

ガレージシャンソンショー「外苑前の客人(まろうど)～其の七～」ゲスト出演（18/5/23）
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【 舞 台 1】
*1988 年～1991 年 劇団急旋回の作品に出演
「ユノーの休日」
「ドンナドッチ紀弾」
「ザ・龍」「ドヂドッチ」「ザ・龍」（ニュージーランド公演）
、他
1991 年～
「お気に召すまま」
（90/1 銀座セゾン劇場）/「Maybe Tomorrow」
（91/10 銀座博品館劇場）
「DANCE MAN」
（92/1 銀座博品館劇場）/「Maybe Tomorrow -New Verision」
（92/9 銀座博品館劇場）
「ブラット・ブラザーズ」
（92/10～12 サンシャイン劇場）/「Catch Me」(93/3～4 シアターアプル)
「魔女の宅急便」
（93/5～6 銀座博品館劇場）/「ANOTHER～沈黙の鳥～」
（93/8 アートスフィア※地方公演）
「FOR FREEDOM」(93/9 銀座博品館劇場) /「キャバレー」
（93/11 シアターアプル）
「魔女の宅急便」
（93/12 飛天）/「レ・ミゼラブル」（94/2～8 帝国劇場※地方公演）
「午前 1 時 1 分の始発電車」
（94/12 スフィア ME ホール）
「魔女の宅急便」
（95/3 中日劇場）/「ブラット・ブラザーズ」（95/8～9 青山劇場※地方公演）
「キャバレー」
（95/12 シアターアプル）/「狸御殿」（96/3 新橋演舞場）
「魔女の宅急便」
（96/5～7 東京厚生年金会館※地方公演）
「フレンズ！」
（96/11～12 東京芸術劇場※地方公演）
「レ・ミゼラブル」
（97/6～10 帝国劇場、97/12～98/1 飛天）
「レ・ミゼラブル」
（98/3～4 中日劇場、98/6～7 帝国劇場）/「シュガー」
（98/9 東京日生劇場）
「ロス・タラントス」
（98/12～99/1 アートスフィア）
「ロス・タラントス」
（99/12～00/1 大阪シアタードラマシティ※地方公演）
「レ・ミゼラブル」
（99/5～8 帝国劇場）/「ワルツが聞こえる？」
（99/10～11 アートスフィア）
「Eve!」
（99/12 東京芸術劇場※地方公演）/「出島-MUSICAL DEJIMA」
（00/4 長崎ブリックホール）
「THE Rink」
（00/5～7 地方公演）/「ロス・タラントス」
（00/8～9 アートスフィア）
「UP☆RUSH 2000」
（00/10 全労済ホールスペース・ゼロ）/ 「レ・ミゼラブル」（00/12～01/2 帝国劇場）
「まさかの Change!?」
（01/6 銀座博品館劇場）/「You're not alone」
（01/8 アートスフィア）
「フットルース」
（01/9～10 赤坂 ACT シアター）
「クラシックはいかが？」
（02/2/18 オーチャードホール）
「GODSPELL」
（02/3 ル・テアトル銀座）/「mama loves MAMBO II」
（02/6 東京・福岡・広島・大阪）
「真琴つばさ LIVE」
（02/7、8 東京国際フォーラム※地方公演）
「FOOTLOOSE」
（02/9～10 神戸国際会館 赤坂 ACT シアター）/「ME AND MY GIRL」
（03/3 帝国劇場）
「CLUB SEVEN」
（03/5～6 品川プリンス クラブ）/「ダニーと紺碧の海」（03 スフィアメックス）
「CLUB SEVEN ～RELOAD～DINNER SHOW」
（03 品川プリンスホテル、メインバンケットホール）
「SATURDAY NIGHT FEVER」
（03/8 新宿コマ劇場）/「イーストウィックの魔女たち」（03/12 帝国劇場）
「オバラ座の怪人二十面相」
（04/1～2 下北沢本多劇場）/「スタア誕生」（04/3～4 青山劇場）
「恋風の街」
（04/8 ル・テアトル銀座、04/9 名古屋名鉄ホール）
「CLUB SEVEN "2nd stage"」
（04/10～11 品川プリンス クラブ ex）
「BAT BOY THE MUSICAL」
（05/2～3 THEATRE 1010※地方公演）
「LIVE CLUB7 "2nd stage"」
（05/6 品川プリンスホテル Stellar Ball）
「イーストウィックの魔女たち」
（05/7 博多座）
「URASUJI」
（05/9～10 下北沢スズナリ）
「CLUB SEVEN "3rd stage!" 」
（05/10～11 品川プリンス クラブ ex ）
「プレイバック part?～屋上の天使」
（05/12 東京国際フォーラム ホール C ）
「BAT BOY THE MUSICAL」
（06/1 東京厚生年金会館大ホール※地方公演）
「志村魂」
（06/4 東京芸術劇場中ホール）
「OUR HOUSE」
（06/6～7 新国立劇場 中劇場※地方公演）
「AKURO」
（06/10 サンシャイン劇場）
「On and On!」
（06/12 赤坂プリンスホテル※地方公演）
「CLUB SEVEN -SP」
（07/1 品川プリンスホテル Stellar Ball)
「ミュージカル阿国」
（07/3～4 新橋演舞場,京都四条南座)
「志村魂 2」(07/6～7 東京芸術劇場 中ホール・中日劇場)
「クラブセブン セレクション・ライブ」(07/8 ル テアトル銀座)
「PLAY-STAGE-PROJECT VOL.0「OCTOBER」(07/10 笹塚ファクトリー)
「URASUJI★幕末編～みだれ～」
（07/12 下北沢ザ・スズナリ)
「URASUJI 再演」
（08/1 下北沢ザ・スズナリ)
「URASUJI＋suprise LIVE」
（08/1 下北沢ザ・スズナリ）
「妊娠させて」
（08/2 東京芸術劇場･中ホール）
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【 舞 台 2】
「CLUB SEVEN-5th stage!」
（08/3 品川プリンスホテル Stellar Ball」
「志村魂 3」
（08/5～7 天王洲・銀河劇場※地方公演）
「AKURO」
（08/12 東京芸術劇場中ホール）
「URASUJIⅢ―大陸編―寵愛」
（09/1～2 下北沢ザ・スズナリ）
「夜は短し歩けよ乙女」
（09/4 東京グローブ座）
「志村魂 4」
（09/7 天王洲銀河劇場、中日劇場）
「シェイクスピア レヴュー―笑いすぎたハムレット―」
（09/12 博品館劇場)
「Garantido-生きた証-」
（10/2 東京芸術劇場･中ホール)
「CLUB SEVEN-6th stage!」
（10/3 天王洲・銀河劇場）
「志村魂 5-初午の日に-」
（10/7～8 天王洲・銀河劇場※地方公演）
「マイ・フェア・レディ」
（10/10～11 博多、名古屋、大阪、広島、東京）
「CLUB SEVEN-7th stage!」
（11/4 シアタークリエ※地方公演）
「志村魂 6～「初午の日に」再び！～」
（11/6～7 銀河劇場・中日劇場）
「わらいのまち」
（11/9 シアタークリエ）
劇団桟敷童子「紅夢漂流譚」
（11/12 すみだパークスタジオ)
「ラ・パティスリ－」
（12/3 池袋サンシャイン劇場※地方公演）
「志村魂 7～新作「先づ健康」～」
（12/6～8 天王洲・銀河劇場※地方公演)
「CLUB SEVEN 8th stage!」
（12/8～9 シアタークリエ※地方公演）
青春音楽活劇「詭弁・走れメロス」(12/12 銀座博品館劇場※地方公演）
青春音楽活劇「詭弁・走れメロス」
（13/1～2 銀座博品館劇場*地方公演)
「しゃばけ」(13/4～5 赤坂 ACT シアター、新歌舞伎座、金沢歌劇座)
「志村魂 8～「先づ健康」再び！～」(13/6～8 天王洲・銀河劇場*地方公演)
「Biz ﾃｲﾒﾝﾄ・ｼｱﾀｰ『WAY OUT』
」(13/10～11 銀座博品館劇場)
「CLUB SEVEN 9th stage!」(13/12 シアタークリエ*地方公演)
「CLUB SEVEN 10th Anniversary Party」(14/1 シアタークリエ)
朗読劇「あの日、星は重かった～歌と朗読で綴る男たちの友情と、『彼女』の物語～」
(14/4 天王洲・銀河劇場)
Biz テインメント・シアター「WAY OUT」(14 銀座博品館劇場)
「URASUJI 2015 綱渡り」
（15/1/28～2/8 下北沢ザ・スズナリ）
「WAY OUT 2015」
（15/2/27、28 おおさかエル・シアター、3/4～8 東京芸術劇場）
「CLUB SEVEN 10th Stage」(15/4/2～20 シアタークリエ *地方公演)
水木英昭プロデュース vol.18 Entertainment Human Comedy！10 周年記念公演
第二弾「眠れぬ夜のホンキートンクブルース第二章～飛躍～」（15/5/30～6/7 紀伊國屋ホール※地方公演
「志村魂 10～一姫二太郎三かぼちゃ～」
（15/7/23～26 中日劇場、7/30～8/13 明治座）
「志村魂 11～先づ健康～」
（16/7/30～8/7 明治座、8/10～16 中日劇場、8/19～21 新歌舞伎座）
「CLUB SEVEN-ZERO-」
（17/6/8～22 日比谷シアタークリエ）
「志村魂 12～先づ健康～」
（17/7/21～23 ハーモニーホール座間、7/26～30 中日劇場、8/4 福岡サンパレス
8/8～17 明治座、8/19～22 新歌舞伎座）
敦・杏子 PRODUCE URASUJI2017『ちんもく』出演＠下北沢 ザ・スズナリ（17/12/16～28）
「志村魂 13～一姫二太郎三かぼちゃ～」
（18/7/26～30 新歌舞伎座、8/17～26 明治座
8/29～9/1 御園座）
「志村けん笑 2018」
（18/8/4～5 本多の森ホール、8/8～9 東京エレクトロンホール宮城、
8/11～12 新潟テルサ）
ワタノハスマイル朗読劇「記憶のカケラ

暮 ら し の カ ケ ラ わ た し の カ ケ ラ 」（ 2 0 1 9 . 2 ）

「CLUB SEVEN-ZERO-Ⅱ」
（19/6/15～30 日比谷シアタークリエ、7/3 愛知・日本特殊陶業市民会館ビレッジホ
ール、7/5～梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ）
「志村魂 14～一姫二太郎三かぼちゃ～」
（19/7/25～7/28 新歌舞伎座、8/2～8/12 明治座、8/17～8/20 御園座）
「志村けん笑 2019」
（19/8/23～24 ホクト文化ホール、8/27 広島文化学園 HBG ホール）

