
     PROFILE

木村 靖司　 きむら　やすし

　 生年月日 ： ( 59歳 )

出身地 ： 東京都

経歴 ： 劇団ラッパ屋 所属

                玉川大学在学中、ＳＣＯＴに参加後、'89年にラッパ屋入団。

 以降主演男優として出演。クールで嫌味な男から、

 人のいい三枚目まで幅広いキャラクターで舞台・ドラマに活躍中。

特技資格 ： スキー　　日本舞踊

サイズ ： 身長 174cm 頭周り 58cm

体重 65kg 首周り 39cm

靴 27cm 肩幅 50cm

バスト 90cm 股下 78cm

ウエスト 83cm

ヒップ 95cm

最新スケジュール

〇舞台　パルコ・プロデュース2022『腹黒弁天町』
作：鈴木聡　演出：松村武
2022年2月4日(金)～20日(日)　紀伊国屋ホール
2022年2月22日(火)～23日(水・祝)　松下IMPホール

〇Voice　Netflix『スーパー・クルックス』　カーマイン役
2021年11月25日(木)スタート

舞台
2021年 『 葵上 』『 弱法師 』 ー「近代能楽集」よりー 東京グローブ座  ほか 作：三島由紀夫　演出：宮田慶子
2021年 こまつ座『雨』 世田谷パブリックシアター ほか 作：井上ひさし　演出：栗山民也
18/21年 劇団東京ヴォードヴィルショー『終われない男たち』 本多劇場 ほか 作:鈴木聡　演出:鵜山仁
2020年 ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー‼』“ゴミ捨て場の決戦” TOKYO DOME CITY HALL ほか 原作：古舘春一　演出・脚本：ウォーリー木下
17/20年 こまつ座『きらめく星座』 紀伊國屋サザンシアター 作：井上ひさし　演出：栗山民也
12/20年 『ナイロンのライオン』 テアトルBONBON/劇場HOPE 脚本・演出：ラサール石井
2019年 『ハンバーグができるまで』 博品館劇場 原作：柳家喬太郎　脚本・演出：本田誠人
2018年 紀伊國屋サザンシアター 作:井上ひさし　演出:ラサール石井
2017年 こまつ座『イヌの仇討』 紀伊國屋サザンシアター 作：井上ひさし　演出：東憲司　
2017年 『サクラパパオー』 東京国際フォーラムホールC 作：鈴木聡　演出：中屋敷法仁
2016年 『SHOW BY ROCK！！ MUSICAL』 Zeppブルーシアター六本木 脚本・演出:福島三郎
2015年 こまつ座『十一ぴきのネコ』 紀伊國屋サザンシアター 作：井上ひさし　演出：長塚圭史
2015年 『東海道四谷怪談』 新国立劇場　中劇場 ほか
2014年 こまつ座『きらめく星座』 紀伊國屋サザンシアター ほか
2014年 『冬眠する熊に添い寝してごらん』 シアターコクーン
2013年 『ヴェニスの商人』
2013年 『クレイジーケンバンド横山剣　大座長公演』 浅草公会堂ホール
2012年 『るつぼ』 新国立劇場小劇場
2012年 『十一ぴきのネコ』 紀伊國屋サザンシアター ほか
2011年 『六月燈の三姉妹』 かめありリリオホール　ほか
2011年 『ペテン・ザ・ペテン』 新橋演舞場
2010年 『りんご』～木村秋則物語～ ル テアトル銀座　ほか
2010年 『ヘンリー六世』 さいたま芸術劇場大ホールほか
07/09年 『眉山』 明治座　ほか
2009年 『その男』 東京芸術劇場中ホール ほか
2008年 『表裏源内蛙合戦』 シアターコクーン 作：井上ひさし 演出：蜷川幸雄
2008年 平成20年2月新橋演舞場公演『わらしべ夫婦双六旅』 新橋演舞場 作：中島淳彦 演出：ラサール石井

ラッパ屋『コメンテーターズ』（2021）/『2.8次元』(2019)/『父の黒歴史』（2018）/『ユー・アー・ミー？』（2017）/『筋書ナシコ』（2016）/『ダチョウ課長の幸福とサバイバル』（2013） ほか
TV

2021年 NHK 大河ドラマ『青天を衝け』第16回、17回、18回 水戸藩士・田丸稲之衛門
2020年 テレビ東京 ドラマBiz『病院の治しかた～ドクター有原の挑戦～』 常務取締役・桐山耕三≪レギュラー≫
2019年 NHK ドラマ10『これは経費で落ちません！』第6話、7話、8話、10話(最終話) 重役
2019年 NHK-BS 海外ドラマ『刑事フォイル「ハイキャッスル」』 アラン・ディーン(吹替)
2018年 日本テレビ 『正義のセ』第1話 人事担当
2018年 日本テレビ 『anone』第1話 医師
2018年 WOWOW 『バイバイ、ブラックバード』第5話 カメラマン
2017年 WOWOW 『アキラとあきら』第7話 南田征治
2016年 フジテレビ 『キャリア～掟破りの警察署長～』第10話（最終回） 高瀬警視監
2016年 TBS　 『IQ246～華麗なる事件簿』第8話　 警察官僚
2016年 NHK-BS 『嫌な女』第3話 セクハラ上司
2015年 WOWOW ドラマW『死の臓器』第4話、第5話（最終話） 渡瀬進
2015年 TBS　　　  月曜ゴールデン『捜査指揮官・水城さや3』 弁護士・塚田
2015年 テレビ朝日 『Doctors3最強の名医』第5、8、9話　 浦啓一郎
2015年 日本テレビ 『学校のカイダン』第6話 陸の父
2015年 フジテレビ 『問題のあるレストラン』第2話　 大宗賢一
2014年 NHK 『聖女』第5話、第6話　 長谷川英雄
2014年 NHK 大河ドラマ『軍師官兵衛』第35回 龍造寺政家
2013年 NHK-BS 『菜の花ラインに乗りかえて』 試験官
2013年 フジテレビ 『ガリレオＸＸ 内海薫最後の事件 愚弄ぶ』 猿渡雄吉
2013年 日本テレビ 『雲の階段』最終回（第10話）　 検事・江藤和正
2012年 テレビ東京 『マジすか学園3』　 看守長　≪レギュラー≫
2010年 ＷＯＷＯＷ 連続ドラマＷ『マークスの山』　 竹内勉　≪レギュラー≫　

NHK-BS 『SHERLOCK』1～4 マイクロフト・ホームズ(吹替え）≪レギュラー≫
映画 CM

2020年 佐藤東弥監督 『カイジ　ファイナルゲーム』 2007年 サッポロビール『うまい生』
2019年 ヨルゴス・ランティモス 『女王陛下のお気に入り』 モールバラ公爵(吹替) 2005年 アサヒ飲料㈱『ワンダ』
2006年 大谷健太郎監督 『NANA2』 音楽評論家 2003年 ネスレ『エアロ』
2003年 本広克行監督 『踊る大捜査線 ～レインボーブリッジを閉鎖せよ』 犯人 2002年 エーザイ『サクロンＳ』
2000年 鈴木雅之監督 『世にも奇妙な物語～携帯忠臣蔵』 2002年 第一生命『パスポート新選組』 
2000年 浜本正機監督 『ｅｋｉｄｅｎ』
2000年 鶴田法男監督 『バースディ －リング0－』 カメラマン

Me&Herコーポレーション
〒150-0011　東京都渋谷区東3-23-4　ゼネラルビル渋谷東201

　Tel:03-5466-2181 Fax:03-5466-2182 

作：W・シェイクスピア　演出：蜷川幸雄
脚本：遠藤察男　演出：ラサール石井

作：古川日出男　演出：蜷川幸雄

作：アーサー・ミラー 翻訳：水谷八也 演出：宮田慶子

さいたま芸術劇場大ホール ほか

脚本：鈴木聡　演出：ラサール石井
原作：さだまさし　演出：栗山民也

作：井上ひさし　演出：長塚圭史

作：W・シェイクスピア　演出：蜷川幸雄

脚本：鈴木聡　演出：ラサール石井
作：藤井清美　演出：栗山民也

作・演出：水谷龍二

こまつ座『たいこどんどん』

1962年4月4日

作：井上ひさし　演出：栗山民也
作：鶴屋南北　演出：森新太郎


