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塚原大助 Daisuke Tsukahara 

演劇ユニット ゴツプロ！主宰 
生年月日：1976年7月16日 
T：180 C：103 W：88 H：98 S：28 
 
出身地：東京都 
特 技：英会話（NY州Mercy college卒業）,ラグビー（目黒高校フォワードキャプテン） 
趣 味：ジョギング、呼吸法、座禅 

    旅 アメリカ 1 周、ジャマイカ 1 周、インド 1 周、パキスタン、中国、ラオス、タイ 
         中国最西端の町カシュガルからタイのバンコクまで、自転車での単独走破達成。 

資 格：普通自動車一種免許（AT）、自動二輪大型免許 
首周り： 40.5cm 頭周り： 61cm 
袖 丈： 62cm   裄 丈： 87cm 
股 下： 82cm   肩 巾： 48cm 
 

◆主な出演歴 
■MOVIE 

2005 

『自由戀愛』 WOWOW 原田眞人 監督 

2006 

『THE WINDS OF GOD』 松竹 今井雅之 監督 

『ユメ十夜』 日活 西川美和 監督 

2007 

『伝染歌』 松竹 原田眞人 監督 

2009 

『スリーデイボーイズ』 （主演） 夏目大一郎 監督 

『銀の鈴』  斎藤勝 監督 

『抜け忍』 クロックワークス 千葉誠治 監督 

『カフェ・ソウル』 アールグレイフィルム  武正晴監督 

2010 

『誘拐ラプソディー』 KADOKAWA  榊英雄 監督 
『死刑台のエレベーター』 KADOKAWA  緒方明 監督 
『SHORT HOPE〜ささやかな願い〜』 

 CMJ 郡司掛雅之 監督 

2011 

『SP THE MOTION PICTURE 革命編』 

 東宝 波多野貴文監督 
『うさぎドロップ』 ショーゲート  SABU 監督 
『聯合艦隊司令長官 山本五十六』 （柏木武史役） 

 東映 成島出 監督 

 

 

 

2012 

『わが母の記』 松竹  原田眞人 監督 

『アウトレイジ ビヨンド』  
 ワーナーブラザーズ・オフィス北野 北野武 監督 

2013 

『RETURN』 アークエンターテイメント  原田眞人 監督 
『永遠の０』 東宝 山崎貴 監督 

2014 

『イン・ザ・ヒーロー』 東映  武正晴 監督 
2015 

『カイロ宣言』 中国映画        Hu ming gang 監督 
2018 

『COMPLICITY』 クレイテプス 

第 43 回トロント国際映画祭、第 23 回釜山国際映画祭出品作品       

近浦啓 監督 

■TV 
2005 

『自由戀愛』 WOWOW 原田眞人 監督 

2007 

『NHK 大河ドラマ 風林火山』 NHK 総合 清水一彦（他）演出 

『人間とは何だ！！生命 SP』 TBS 笠原啓 総合演出 

『BOSS』 CX 石井祐介 演出 



◆主な出演歴 
■TV（続き） 
2009 

『Go Ape』 WOWOW 大野伸介 監督 

『ママはニューハーフ』 TX 加門幾生 演出 

『BOSS』 CX 石井祐介 演出 

 
2010 

『サラリーマン金太郎２』 EX 田村直巳 演出 

『絶対零度〜未解決事件特命捜査〜』 （田神慎二役） 

 CX 村上正典 演出 

『NHK 大河ドラマ 龍馬伝』 （長州藩士役） 真鍋斎 演出 

『天使の代理人』 CX 木下高男 演出 

『ギルティ悪魔と契約した女』 CX 小林義則 演出 

『女タクシードライバーの事件日誌５』  

 TBS 水谷俊之 演出 

2011 

『CONTROL〜犯罪心理捜査〜』 (安倍祐介役)  

  村上正典 演出 

『ミッドナイト・ホラーシアター』 ５話 

 CX ONE・TWO 武正晴 演出 

『相棒９』 18 話 SP (丸山宏樹役) EX 和泉聖治 演出 

『探し屋★諸星光介が走る！６』 (原田紘一役)  

 TBS 山田大樹 演出 

『諜報員エリカ』 8 話 YTV 竹綱裕博 演出 

2012 

『早海さんと呼ばれる日』 (河瀬光晴役)  

 CX 河野圭太 演出 

2013 

『ダブルミーニング Yes or No?』 CX 根本和正 演出 

『リアル鬼ごっこ THE ORIGIN』 (レギュラー 高橋役) 

 TVK (他)  副島宏司 監督 

『陰陽屋へようこそ』 (清水昭雄役) KTV 植田泰史 演出 

『ガリレオ XX 内海薫最後の事件 愚弄ぶ』  

 CX 西谷弘 演出 

『月曜ゴールデン 家庭教師が解く！〜殺人方程式の推理ドリル』  

 TBS 岡田寧 演出 

2015 

『びったれ!』 KTV 吉田康弘 監督 

2016 

『やっさん』 TX 小林義則 監督 

2017 

『下北沢ダイハード』 TX 関和亮（他） 監督 

2018 

『連続ドラマ W 真犯人』 WOWOW 村上正典 監督 

 

■CF 
2011 

TOYOTA 『シエンタ ダイス』 (お父さん役) 

2012 

日本コカコーラ 『ジョージア 男ですいません冬』 

ロハスソーラージャパン 『太陽光の寵児』 

2013 

保険のビュフェ 『いいとこどりの見直し 篇』 

保険のビュフェ 『プロぞろい 篇』 

 

■SHORT FILM 
2011 

『Red Line』 Ireland 映画         Chris Cullen 監督 

 
■DVD シネマ 
2008 

『喧嘩の極意 4』 GP ミュージアムソフト  OZAWA 監督 

 
■PV 
2010 

フラワーズカンパニー 『元不良少年の歌』 榊英雄 監督 
2013 

スキマスイッチ 『スカーレット』  榊英雄 監督 
山下達郎 『クリスマス・イブ 30 周年記念盤』  

 村松亮太郎 監督 

■ナレーション 
2013 

MILBON エイジング毛髪理論 解明への道 
              〜ミルボン開発者たちの戦い〜 

2014 

MILBON Designer’s NOTE No.4〜7 
2015 

MILBON Designer’s NOTE No.8〜11 
2016 

MILBON Designer’s NOTE No.12〜15 
2017 

MILBON Designer’s NOTE No.16,17 
 



 
◆主な出演歴 

 

■STAGE 
〜2009 年までの舞台は省略。 
 
2010 

『長い坂のある家』  

 「劇」小劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

『フツーの生活 沖縄編』  

 紀伊國屋ホール 44 Produce Unit  中島淳彦 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 

 下北沢小劇場 B1 RISU PRODUCE    松本匠 演出 

2011 

『ずんばらりん』 「劇」小劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

2012 

『六男坊の嫁』  「劇」小劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

『あつ苦しい兄弟』  

 座・高円寺 劇団道学先生     桑原裕子・中島淳彦演出 

2013 

『僕のおじさん』  駅前劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

『シンフォニー坂の男』  

 ザ・スズナリ  劇団道学先生   青山勝 演出 

2014 

『ぼくはだれ〜取調室の攻防 2014〜』  

 下北沢小劇場 B1 RISU PRODUCE    松本匠 演出 

『フタゴの女』  駅前劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

2015 

『あつ苦しい兄弟〜港のふたり編〜』  

 池袋東京芸術劇場 劇団道学先生  中島淳彦 演出 

『テキ屋の子供』  駅前劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

 

2016 

『最高のおもてなし！』  

 駅前劇場 ゴツプロ！   山野海 演出 

椿組’16 夏・花園神社野外劇『贋・四谷怪談』  
 新宿花園神社境内特設ステージ 椿組       鶴屋南北 原作 
                                立松和平 脚本 
                      西沢栄治 構成演出 

『カランのコロン』  

 駅前劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

 

 

 

 

 

 

■STAGE（続き） 
2017 

『キャバレーの男たち』  

 駅前劇場 ゴツプロ！   山野海 演出 

『世襲戦隊カゾクマンⅡ』  

 赤坂レッドシアター（他） プリエール 田村孝裕 演出 

『くるんのぱー』  

 駅前劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

2018 

『三の糸』  

 本多劇場 (他) ゴツプロ！   山野海 演出 

『三の糸 〜台湾公演〜』  

 華山 1914 文創園区東 3 館 烏梅劇院 ゴツプロ！山野海 演出 

『漂流』  

 八幡山ワーサルシアター HitoYasuMi 大村仁望 演出 

銀河鉄道 999 40 周年記念作品舞台  

『銀河鉄道 999 〜GALAXY OPERA〜』  

 明治座（他）                      松本零⼠ 原作総監修 

 
『ウソのホント』  

 駅前劇場 ふくふくや  司茂和彦 演出 

 

2019 

『阿波の音』  

 本多劇場 (他) ゴツプロ！   山野海 演出 

『阿波の音 〜台湾公演〜』  

 華山 1914 文創園区東 3 館 烏梅劇院 ゴツプロ！ 山野海 演出 

銀河鉄道 999 劇場版公開 40 周年記念作品 

『銀河鉄道 999 さよならメーテル〜僕の永遠』  

 明治座（他）                     松本零士 原作総監修 

明後日公演 2019 芝居噺二席目  

『後家安とその妹』  

 紀伊国屋ホール                         豊原功補 演出 

 


