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泉知束 Tomochica Izumi 

生年月日：1976年9月4日 
T：178 C：93 W：78 H：90 S：27 
 
出身地：熊本県 
特 技：和太鼓、信号ラッパ、野球、水泳 
趣 味：旅（温泉）、食べ歩き、祭り、映画観賞、舞台観賞、スポーツ 
資 格：普通自動車一種免許、普通自動二輪中型免許 
首周り： 38cm 頭周り： 58cm 
袖 丈： 54cm 裄 丈： 81cm 
股 下： 82cm 肩 巾： 48cm 
 
 

◆主な出演歴 
■MOVIE 

2002 

『記憶〜KIOKU〜』 (脚本・主演) RTE 樽沢勇紀 監督 

2003 

『ROOM 2』 (主演) RTE 樽沢勇紀 監督 

『深大寺宗夫と愉快な仲間たち』 (主演 深大寺宗夫 役)   

 インディーズ 吉田昌史 監督 

『幻影回路 其の弐「月葬」』 (準主演 倉沢和馬 役) 

 衛星劇場 山口洋輝 監督 

2004 

『月桂哀歌』 (脚本・主演) RTE 樽沢勇紀 監督 

 第８回インディーズムービーフェスティバル グランプリ受賞 

2005 

『葬儀屋月子』 EZ シネマ 山口洋輝 監督 

2007 

『THE EARS（ジアーズ）』 (主演)  中村拓 監督 

 第１６回ロンドン「レインダンス映画祭」正式ノミネート作品 

2008 

『ちっけった』 WEVCO 相川佳輝 監督 

2009 

『走り屋 ZERO 2』 トルネードフィルム  広瀬陽 監督 

『SHINE』 (大場信人 役)  片山享 監督 

『モルモット』 (宇佐美俊一 役) アルゴ・ピクチャーズ 

 葉山陽一郎 監督 

2010 

『カンムリワシ』 (金城稔 役) 渡辺熱 監督 

 

2011 

『2 ちゃんねるの呪い（劇場版）』  

 ジョリー・ロジャー 永江二朗 監督 
2012 

『ドッジボールの真理 CODE01 伝説のレッドブルマー』  

 (主審役)  [2016 年公開] シネアスト 葉山陽一郎 監督 

2013 

『DIONE』 (警察官 役) 畑井雄介 監督 

 

■TV 
2000 

『女同士』 東海テレビ           西本淳一・藤木康之 演出 

『WATCH』 CX 

『未来戦隊 タイムレンジャー』 東映テレビ  諸田敏 監督 

2001 

『USO!?ジャパン』 TBS 合田隆信 演出 

『ラーメン屋にて』 CS 放送 

2002 

『PRIDE20 オープニング映像』 海外 O.A.  

『コスモ★エンジェル』 BS フジ・東海テレビ 

2004 

『牡丹と薔薇』 東海テレビ                  西本淳一(他) 演出 

『警視庁鑑識班 18』 (奥田 役) NTV 下村優 監督 

『家政婦は見た！23』 (一夫 役) 

 大映テレビ・EX 岡本弘 監督 

『めだか』 CX                       木下高男(他) 

 



 

◆主な出演歴 

■TV（続き） 
2005 

『櫛（6 月の花嫁シリーズ）』 NTV 下村優 監督 

『緋の十字架』 （準レギュラー 古屋英司 役）  

 CX  佐藤健光(他) 演出 

2006 

『白夜行』 TBS                          平川雄一朗(他) 演出 

『銀座高級クラブママ 青山みゆき』 （鑑識官 役） 

 TX  長尾啓司 監督 

『土曜ワイド劇場 隠蔽捜査』 EX 真船禎 監督 

『未来創造堂〜警備保障 飯田亮編』 NTV 村上和彦 演出 

『警視庁鑑識課 ミッドナイトブルー』 （木下義男 役） 

 NTV 猪崎宣昭 監督 

2007 

『地獄少女』 NTV  大森貴弘 監督 

『テレサテン物語り〜私の家は山の向こう』  

 EX 高橋伸之 演出 

『ホテリアー』 EX                        木下高男(他) 演出 

2008 

『火災調査官・紅蓮次郎 8』 （永谷孝人 役） 

 EX 岡本弘 監督 

『刑事吉永誠一 涙の事件簿 7』 (原田健二 役) 

 TX 赤羽博 監督 

『離婚妻探偵 2』 （木原智樹 役） EX 児玉宜久 監督 

2009 

『特命係長 只野仁』 （孝一 役） EX 小松隆志 演出 

『土曜ワイド劇場 炎の警備隊長•五十嵐杜夫 8』 

 （笹本卓司 役） ABC 伊藤寿浩 監督 

2011 

『ザ！世界仰天ニュース 

  特別ドラマ セレブ妻・バラバラ殺人事件』  (準主役)  NTV 

『NHK スペシャル シリーズ 原発危機メルトダウン』 

 〜福島第一原発事故〜あの時何が〜 NHK 総合 

 谷川功 監督 

2012 

『月曜ゴールデン 緑川警部 VS 「33 分の勇気」』  

  (田代 役)  TBS 松本健 監督 

2013 

『NHK スペシャル メルトダウンⅢ 〜原子炉"冷却"の死角〜』  

  (一号機主機 役) NHK 総合 谷川功 監督 

 

■TV（続き） 
2014 

『鉄子の育て方』 NBN 古厩智之 監督 

『ソタイ 組織犯罪対策課』（安川刑事役）  

 TBS 皆川智之 監督 

2016 

『NHK スペシャル 原発メルトダウン〜危機の 88 時間〜』 

 (一号機主機 役) NHK 総合 谷川功 監督 

『BS1 スペシャル 実録 福島第一原発 88 時間』  

 (一号機主機 役) NHK BS1 谷川功 監督 

2017 

『山本周五郎時代劇・武士の魂 12 話「失蝶記」』  

（真壁直忠役） BS ジャパン         永江二朗 監督 

 

■CF 
1996 

アサヒ飲料株式会社 『カルピスウォーター』 

2000 

株式会社 DONET 『株式会社 DONET』 

全日本空輸株式会社 『ANA'S 東京ハンティング』 

2007 

P&G 株式会社 『ボールド』 

2012 

ソニー損害保険株式会社 『ソニー損保』 

2014 

花王株式会社 『バブ』 

 

■VP 
2001 

日本電気株式会社 『CEATEC JAPAN NEC』  

2002 

マツダ株式会社 『MAZDA STREET PERFORMANCE』 

2006 

株式会社ワールド 『WORLD』 

住友ゴム工業株式会社 『DUNLOP』 

 
 



 

 
◆主な出演歴 

■DVDシネマ 
1997 

『ゆりかちゃん』 JSDSS  祭主恭嗣 監督 
2009 

『実録！リアル恐怖 DX』 リバプール  永江二朗 監督 

『2 ちゃんねるの呪い』 オデッサ・エンタテインメント  

 永江二朗 監督 

2010 

『人生逆転ゲーム』 (声の出演)  

 オデッサ・エンタテインメント 室賀厚 監督 
2011 

『衝撃ファイル!日本のコワ～イ女たち』 （五十嵐役） 

 ミッドシップ 永江二朗 監督 

 
■PV 
2006 

SHORT LEG SUMMER 『Short Leg Summer〜君が好きだ〜』                   

■ラジオ 
2003 

『有森也実の今日も猫日和』 （有森也実の弟役）  

 TOKYO-FM 

■雑誌 
2001 

『Tokyo Walker』 KADOKAWA 

■イベントステージ 
2008 

『ENEX2008 東京ガスブース』 東京ガス 

『HVAC&R JAPAN2008 東京ガス ブース』 東京ガス  

『エコプロダクツ 2008 東京ガス ブース』 東京ガス  

2009 

『東京ガス プライベートショー』 東京ガス 

2011 

『Panasonic プライベートショー』 Panasonic 

2012 

『Panasonic プライベートショー』 Panasonic 

 

■STAGE 
1996 

『紅き唇』 東京芸術劇場 劇団「麦」 永井秀明 演出 

1997 

『ナツヤスミ語辞典』 

 築地ブディストホール 劇団「麦」 永井秀明 演出 

『泰山木の木の下で』  

 千本桜ホール 劇団ステージステーション 服部豊 演出 

『ダンスパフォーマンス KUMAMOTO with TOKYO』 

 築地ブディストホール           浅野真功 総合演出 

『熱く激しく冷たい…そんなピエロ達』 

 恵比寿 EAST GALLERY LINK プロデュース公演 為国孝和演出 

1998 

『ジプシー』 

 築地ブディストホール 劇団「麦」 永井秀明 演出 

『アルジャーノンに花束を』 

 千本桜ホール 劇団ステージステーション 服部豊 演出 

2000 

『罪人』 (主演)  

 千本桜ホール 劇団ステージステーション 服部豊 演出 

2001 

『Run for Tomorrow』 (作・演出・主演) 

 シアター・ブラッツ Team Chica 泉知束 演出 

『サヨナラだけが人生さ』  

 TACCS1179 劇団 OUTLAWS 田村敦史 演出 

『ゼロ番区』 (北九州演劇祭参加) 

 シアターモリエール(他) RISU PRODUCE 松本匠 演出 

2002 

『ゼロ番区』 

 駅前劇 RISU PRODUCE 松本匠 演出 

『雨ふるえる』 (作・演出・主演) 

 下北沢 「劇」小劇場 Team Chica 泉知束 演出 

2003 

『山谷』  

 SPACE107  RISU PRODUCE 松本匠 演出 

『同期の桜』 靖国神社境内特設舞台 

 劇団夜想会 サワズカムパニー制作 野伏翔 演出 

2006 

『わたしたちはそこらの人々』  

 銀座小劇場  演劇 GroupSO-SO 矢田政伸 演出 

 

 



 

◆主な出演歴 

■STAGE（続き） 
2007 

『しがらみの向こうに』 

 SPACE107  RISU PRODUCE 松本匠 演出 

2008 

『しがらみの向こうに』 

 四日市市文化会館 RISU PRODUCE 松本匠 演出 

2009 

『こぅちゃんのぶるーす』 (沖縄県名護市芸術鑑賞体験事業) 

 名護市民会館中ホール ミガナル団 北川彩子 演出 

『ぼくはだれ〜取調室の攻防〜』 

 (大坂ロクソドンタフェスティバル 2009 参加 グランプリ受賞) 

 大阪ロクソドンタブラック RISU PRODUCE 松本匠 演出 

『しがらみの向こうに』 (オフィスアートプラン主催公演) 

 全国 4 都市ツアー RISU PRODUCE 松本匠 演出 

2010 

『ぼくはだれ〜取調室の攻防〜』  

 (大阪セレクション招待参加 主催・大阪市) 

 大阪芸術創造館 RISU PRODUCE 松本匠 演出 

『フツーの生活〜長崎編〜』  

 紀伊國屋サザンシアター 44 Produce Unit 中島淳彦 演出 

『しがらみの向こうに〜振り込め詐欺集団の男達〜』  

 大阪シアター・ドラマシティ（他） 地方公演 

 RISU PRODUCE 松本匠 演出 

2011 

『ぼくはだれ〜取調室の攻防 2011〜』 (主演) 

 シアター711  RISU PRODUCE 松本匠 演出 

2012 

『旅の途中』  

 劇場 HOPE Nana Produce 高橋いさお 演出 

『風ながるる』 (作・演出・主演) 

 SPACE107（他） Team Chica 泉知束 演出 

『旅の途中』 (東大阪公演) 

 大阪芸術創造館 Nana Produce 高橋いさお 演出 

『しがらみの向こうに』 (オフィスアートプラン主催公演)  

 四谷区民ホール（他） RISU PRODUCE 松本匠 演出 

2013 

『しがらみの向こうに〜振り込め詐欺集団の男達〜』  

(オフィスアートプラン主催公演)  

 RISU PRODUCE 松本匠 演出 

2014 

『しがらみの向こうに〜振り込め詐欺集団の男達〜』 

 (オフィスアートプラン主催公演)  

 野田市公民館（他） RISU PRODUCE 松本匠 演出 

 

■STAGE（続き） 
2015 

『a man's man もしくは…』 

日暮里 d-倉庫 フランクエイジカンパニー 

                               トクナガクニハル 演出 

2016 

『最高のおもてなし！』  

 駅前劇場 ゴツプロ！ 山野海 演出 

2017 

『キャバレーの男たち』  

 駅前劇場 ゴツプロ！ 山野海 演出 

『あるいは真ん中に座るのが俺』  

 赤坂レッドシアター 東京マハロ 矢島弘一 演出 

『ガラスの怪物』  

 下北沢 小劇場 B１ 牧羊犬プロデュース 渋谷悠 演出 

 

■原作・脚本・演出・監督作品 
2001 

作・演出 舞台 『Run for Tomorrow』  

2002 

作・演出 舞台 『雨ふるえる』  

脚本 映画 『記憶〜KIOKU〜』  

2003 

脚本 映画 『櫻カオル』  

2004 

原案・脚本・演出補 映画 『月桂哀歌』  

 第８回インディーズムービーフェスティバルグランプリ受賞 

2012 

作・演出 舞台 『風ながるる』  

2015 

作・演出 舞台 『うんちゃん』 永島敏行主演 

脚色・監督 ショートムービー 『私の一本道！』 

2017 

脚本・監督 VR ドラマ 『ぐるんとびー〜最後の刻〜』  

 シルバーウッド制作 

脚本・監督 VR ドラマ 『丹野智文物語（仮）』 

 シルバーウッド制作 


