ERI OFFICE

た な か

としひこ

田中

稔彦

＜出 身 地＞

和歌山県

＜生年月日＞

1983.12.16

＜最終学歴＞

滋賀大学 経済学部卒業
ミシガン大学ビジネススクール短期留学

＜ サイズ ＞

身長 175cm
体重 57kg
BWH 90/68/88
靴 27.0cm

＜特 技＞

バスケットボール・野球・英語・殺陣

＜趣 味＞

放浪の旅・写真撮影

＜資 格＞

TOEIC930 点、TOEFL(CBT)265 点
証券外務員第二種
普通自動車免許

メンズパフォーマンスユニット 「強流-Goal-」 メンバー （リーダー）
最新出演情報
★舞台
「秦組」公演～Vol.9～ 『らん』
2018/1/17(水)～21(日) ＠全労済ホール スペースゼロ
★舞台
『アンフェアな月』 松岡智輔役
2018/2/22（木）～3/4（日） ＠天王洲 銀河劇場
★2.5 次元ダンスライブ
『S.Q.S（スケアステージ）』 QUELL 和泉柊羽役
2018/5/17（木）～5/27（日）＠よみうり大手町ホール

★映画
『CAGE』 公開中

【有限会社えりオフィス】
〒107-0062 東京都港区南青山 6-13-2 ブルジョン南青山 301 号
TEL:03-3486-8651
FAX:03-3486-8652
E-Mail: production@erioffice.co.jp

ERI OFFICE

田中稔彦

主な芸歴

＜舞 台＞
2017
・『ファインド・ハント 2 ～笑いはわが命～』
駒宮役 （新宿村 Live）
・『ライター・オブ・ゴースト』 主演：河本文也役 （萬劇場）
・『フクロウガスム』 鷲木役
（池袋シアターグリーン BIG TREE THEATER）
・超体感ステージ『キャプテン翼』 ロベルト本郷役
（Zeep ブルーシアター六本木）
・進戯団夢命クラシックス＃21 『SHIN』 坂本龍馬役
（シアターグリーン）
・『遙かなる時空の中で 6 幻燈ロンド』 里谷村雨役
（全労済ホール／スペース・ゼロ）
・『MOON＆DAY～うちのタマ知りませんか？
～人狼を探せ！三丁目のとある一日～』島根くす男役（新宿村 LIVE）
・『桜龍 -おうりゅう-」』姫川由樹役( CBGK シブゲキ!!)
・『灰とダイヤモンド』 オニキス役 （Geki 地下 Liberty）
・朗読劇 『旅猫リポート』吉峯大吾/杉修役 (博品館劇場)
・『憑依だよ!栗山ﾊﾙｺさん!』ﾀｶﾕｷ役（赤坂 RED/THEATER）
2016
・『私のいる、宇宙。』 霧崎啓士役 （小劇場 B1）
・『部屋と T シャツと私』 ※ゲスト出演 （八幡山ﾜｰｻﾙｼｱﾀｰ）
・『Luna Rossa』ザンギ役 （ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BIG TREE THEATER）
・『島へ』主演・落合優斗役
(ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BOX in BOX THEATER)
・『ROCK ON!!～second～ ―The Story of Ours―』
Ｗ主演･二階堂世絆役 （萬劇場）
・『ORANGE NOTE』 （新宿村ＬＩＶＥ）
・『Hands Up』 医者役 （新宿村 LIVE）
・『WORLD～beyond the destiny～』 温水凜太郎役
（全労済ホール/ スペース・ゼロ）
・『トラベルモード』 レイモン役（テアトル BONBON）
・『サイコメ；ステージ』 モヒカン役 （新宿村 LIVE）
・『Over Smile』 リッチモンド・ターナー役 （新宿村 LIVE）
・ざ☆くりもん新春三館同時公演 『獅子相承』 政五郎役
（ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BIG TREE THEATER）
2015
・『遙かなる時空の中で 6』 里谷村雨役 （スペース・ゼロ）
・『レンタル彼女』（笹塚ファクトリー）
・『A.&C. –ｱﾀﾞﾙﾄﾁﾙﾄﾞﾚﾝ-』 徳永/ｱﾀﾙ役 （中野ｻﾞ･ﾎﾟｹｯﾄ）
・『BLOOD-C』 紅斑役 （世田谷パブリックシアター）
・『殺し屋にくびったけ』～氷室浩介を救出せよ～ 仁役
（笹塚ファクトリー）
・『MOON & DAY ～うちのタマ知りませんか？～』
島根くす男役（スペース・ゼロ）
・『エデンズロック』 ルチオ役 （新宿村ＬＩＶＥ）
・『ドブ恋４』 （千本桜ホール）

・『ZIPANG パイレーツ』 古谷昇役 （あうるすぽっと）
・『吉原万灯』 政五郎役（ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BIG TREE THEATER）
2014
・『島のバッキャロー!! ～まごころ食堂編～』 大熊直人役
(ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BOX in BOX THEATER)
・『WAIST SIZE STORY ウエストサイズストーリー』
主演：安藤冨児男役 (シアターサンモール)
・『ハマトラ THE STAGE -CROSSING TIME-』 マオ役
(俳優座劇場)
・『風のバッキャロー!! ～まごころ食堂編～』 大熊直人役
(ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BOX in BOX THEATER)
・『言いたいことも言えない、小さな夢も見れない、
汚い嘘や言葉で操られたくない、
真っ直ぐ向き合う現実に誇りを持ちたいだけだから』
黒の男/潮田役 (シアターサンモール)
・『人狼の王子様☆ 2nd season 』 (上野ストアハウス)
・『殺し屋にくびったけ』仁役 (笹塚ファクトリー)
・『HIDEYOSHI』 村井役・明智光秀役 (ワーサルシアター)
・『スタア』 酒屋役 (六行会ホール)
・『人狼の王子様☆』 (戸野廣浩司記念劇場)
・『MOSH06 ～悪い奴ほどよく眠る～』 (テアトル BONBON)
・『海のバッキャロー!! ～まごころ食堂編～』 大熊直人役
(ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BOX in BOX THEATER)
2013
・『ラストチャンス』 本郷毅役 (日暮里 d-倉庫)
・『ごとり』 主演：佐野役 (ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BASE THEATER)
・『What will you bet Next ?』 (神保町花月)
・『abc★赤坂ﾎﾞｰｲｽﾞｷｬﾊﾞﾚｰ 裏 FINAL!「最後の充電！」』
～『abc★FINAL!』の上演中、スタッフルームでは
こんなことが起きていた！～ 鏑木誠役 (博品館劇場)
・『鬼切丸』 (吉祥寺シアター)
・『お父さんは疲れた』 樋口大輝役 (SPACE 雑遊)
・『人狼 TLPT×新撰組～壬生村の狼～』 沖田総司役
(吉祥寺シアター)
・『さよならカケラルーム』 吉良役 (中目黒キンケロシアター)
・『危機之介御免』 金井半兵衛役
(ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BIG TREE THEATER)
・『不思議な町の王子様 第二章』 鳳条彪役
(シアターサンモール)
・『DOG's』 フクスケ役 (笹塚ファクトリー)
2012
・『ぼうずキッチン』 主演(ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BOX in BOXTHEATER)
・『人狼 ザ・ライブプレイングシアター』 砲術員エイジ役
(ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BIG TREE THEATER)
・『BANANAFISH』 ｸﾞﾘﾌｨﾝ・ｶｰﾚﾝﾘｰｽ役 (六行会ホール)
・『ライトリライト』ニック役(ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BOX in BOXTHEATER)
・MOSH 03 『Easy Rider』 (ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BASE THEATER)
・『３次元の彼女～Ｚ(ｾﾞｰﾀ)～』 テツ役 (千本桜ホール)
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ERI OFFICE

田中稔彦

主な芸歴

＜舞台＞
2012
・『集･団･面･接』 堀之内しげる役
(ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BASE THEATER)
・『不思議な町の王子様』 鳳条彪役 (シアターサンモール)
・『どんでん』 義夕組組員役 (シアターサンモール)
2011
・強流-Goal-ステージ vol.1『この部屋の片隅で』 ケイト役
(荻窪魁シアター)
・『DEAR BOYS -Double Revenge-』 三浦蘭丸役
(シアター1010)
2010
・『GANRYUJIMA』 宍戸倍剣役 (スペース 107)
＜映 画＞
・『闇金ドッグス 3』
・『心霊食堂 2 黒いパンケーキ』芳人役
・『カバディーン!!!!!!!～怒黒高校篇～』 狂志郎役
・『抱きしめたい』
・『子宮に沈める』 要役
・『B-ON～不良全滅編～』 千寿明役
・『愛のむきだし』（園子温監督） クラブダンサー役

＜ドラマ＞
・ TX 『牙狼 GARO ～GOLD STORM～』 ヒラタ役
・ EX 『陽はまた昇る』 深堀秀明役 （レギュラー）
・ CX 『花ざかりの君たちへ』 生徒役
・ CX 『神戸新聞の 7 日間』 主人公の同僚役
・ CX 『インディゴの夜』 全話英語監修

＜テレビ・バラエティー＞
2015
・NTV 「天才！志村どうぶつ園」 DAIGO さん役再現
・ＣＸ 「痛快ＴＶ スカッとジャパン」
#２３「脳内変換ＯＬ」脇坂洋平役
・NTV ２４時間テレビ３８ 愛は地球を救う
「つなぐ～時を超えて笑顔を～」 DAIGO さん役再現
2014
・BS 朝日 「ポップメイカー」
・TBS 「中居正広の金曜日のスマたちへ」2 時間 SP
ゴールデンボンバー：歌広場淳さん役再現

＜P V＞
・Mizrocｋ 「Good Bye Yesterday」 サッカー選手

＜イベント＞
・「BLUE MOOD BOYS FESTA」
(メンズパフォーマンスユニット強流～Goal～として）
Livehouse Restaurant BLUE MOOD
・サンリオピューロランド、ラゾーナ川崎 他

＜その他＞
・USEN 放送 C-43ch 『舞台やろうっ！』
ラジオパーソナリティ "another side"の 4～6 月担当
・Art Photography 写真展モデル
・TX アニメ 「闇芝居」 声優出演
・アパレルブランド 「ＳＰＵＴＮＩＣＫＳ」 モデル
・「東京個別指導学院」塾講師役
・ＪＲＡ ＷＥＢＣＭ カメラマン役

＜DVD ドラマ＞
・『心霊食堂 2 黒いパンケーキ』 菊地芳人役
・『飴とキス』 橋本役
・『どっちもどっち』
・『ダンプガール★優子』 川野恭之役
・『天牌』島田役
・ゼブラーマンスピンオフ『ゼブラミニスカポリス』 タジマ役
・『新・野望の軍団』

＜C M＞
・「Ｒabbit」店員役
・「ｍｅｎ'ｓ Ｐａｌｔｙ『DAIGO'S BAR 篇』」 大学生役
・「日経新聞」
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