中村 ゆうじ
YUJ
INAKAMURA

60歳を過ぎた現在、様々なジャンルに挑戦中！
PROFI
LE

Bi
r
t
h : 1956年7月8日（62歳）O型

出身 : 福岡県北九州市 北九州市文化大使
Si
z
e : 身長172cm
趣味

: パントマイム、和太鼓、英語、着付け

特技

: 読書（年間100冊以上）、男の手料理、健康オタク

武術（空手/
ボクシング/
少林寺/
キックボクシング）

日本におけるパントマイムの先駆者であり1987
年にパリで留学。
1985年から1989年までシティボーイズや竹中直人らと共に演劇
ユニット「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」として活動。
1989年から 20
1
6年の27
年間に亘りテレビ東京の“
大食い
競技番組”
の実況、司会を務めた。
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【所属事務所】

株式会社 BBE

〒1510071 東京都渋谷区本町 1272

TEL:0362765683/FAX:0353550932

最新情報

2020年
映画 「銃2」武正晴監督
2019年４月放送
テレビ朝日スペシャルドラマ「それなりの離婚」
吉田大八監督

2019年４月公開
映画 「君はひとりぼっちじゃない」 三村順一監督
MBS「BackSt
r
eetGi
r
l
s－ゴクドルズ－」
2話ゲスト 原桂之介監督
2019年公開
映画 「エリカ３８」 日比遊一監督

2019年公開
映画 「笑いの枝折り」 濱谷裕平監督 初監督作品
2019年公開
映画 「はじまるためのはかい」 坂牧良太監督

アマゾンプライム 「ガキロック」 中前勇児監督 配信中

【担当】

大本

TEL :09077336459

MAI
L:oomot
o@bbe.
co.
j
p

映画

「 猫が抱くもの 」 犬童一心監督(
2018)
「 羊の木 」吉田大八監督(
2018)

幕末 150周年記念作品「 サムライ先生 」渡辺一志監督(
2018)

「 ポペイロの憂鬱 」加治屋彰人監督(
2018)
「 トリノコシティ 」山口ヒロキ監督(
2017)
「 銀魂 」福田雄一監督（2017）

「 グッバイエレジー 」三村順一監督（2017）

短編「はじまるためのはかい 」坂牧良太監督

「 殿、利息でござる！ 」中村義洋監督(
2016)
「 コンビニ夢物語 」松生秀二監督(
2016)

「 はなくじらちち 」2015年 東映 VI
PO 堀江貴大監督
「 100回泣くこ䛸 」
（2013年）廣木隆一監督

「 女たちの都～ワッゲンオッゲン～ 」
（2012年）禱映監督
「 ラーメン侍 」
（2011年）瀬木直貴監督

「 ちょんまげぷりん 」中村義洋監督（2010年） -司会者

「 フィッシュストーリー 」中村義洋監督（2009年） -出版社の社長
「 ジェネラル・ルージュの凱旋 」
（2009年）中村義洋監督
「 さまよう刃 」
（2009年、東映）益子昌一監督 ‒川崎

「 パッチギ！LOVE&PEAC「
E」
（2008年）井筒和幸監督 -宇野重吉
「 ララピポ
「」
（2007年）宮野雅之監督

「 花よりもなほ 」
（2006年）是枝裕和監督 -神崎与五郎
「 仲良きことは良き事かな 」
（2003年）

「 難波金融伝 ミナミの帝王 劇場版ＰＡＲＴCVI借金セミナー 」2001年）萩庭貞明監督 -大竹英利
「 STEREO FUTUR「
E」
（2001年）中野裕之監督 -郵便配達人
「 坂の上のマリア 」
（2001年）瀬木直貴監督 -矢野

「 EUREKAユリイカ 」
（2001年）青山真治監督 -田村弘樹
「 Quar
t
etカルテット 」
（2001年） -橋本

「 博多ムービー ちんちろまい 」
（2000年）大森一樹監督他 -酔客

「 ＳＦ サムライ・フィクション 」
（1998年）中野裕之監督 -ワル䛾浪人 鮫島
「 愛を乞うひと 」
（1998年）平山秀幸監督 -片倉修司

「 そして天使は歌う ぼ・ぼ・僕らは正義の味方 」
（1997年）喰始監督 -竜巻小天狗
「 新 居酒屋ゆうれい 」
（1996年）渡邊孝好監督 -辰夫

「 愛と悲しみのアカ族 タイ人もお手上げ 」
（1994年）タワン・チャンティマー監督 -大崎
「 よい子と遊ぼう 」
（1994年）平山秀幸監督 -店長

「 良いおっぱい悪いおっぱい 」
（1990年）本田昌広監督 -丸山正男
「 オルゴール 」
（1989年）黒士三男監督 -瀬川浩
「 ひぃふぅみぃ 」
（1988年）村上修監督 -神様
「 杳子 」
（1977年） -スタジオマン
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ドラマ
NHK

未来の海 リリーの踊り子日記（1991年）

大河ドラマ 新選組!
（2004年） 岩倉友山（岩倉具視） 役
柳生十兵衛七番勝負 第 1話（2005年）
マチベン 第 1話（2006年）
お米のなみだ（2008年）

Q.
E.
D.証明終了 （2009年 2月 12日） 天真爛丸 役
BSドラマ「黒蘭姫」(
2017年 11月 24日)
テレビ朝日

風呂上がりの夜空に（1987年）

お天気お姉さん 2リョーコ Pr
i
Pr
（
i1997年）

いとしの未来ちゃん 第 8話「 ひまわり 」
（1997年）
アンナさんのおまめ 第 5話（2006年）

テレビ朝日 50周年ドラマスペシャル「警官の血」
（2009年 2月 7日） 小池中尉 役
相棒 s
eas
on8第 13話（2010年 1月 27日） 秋川満（ミスターアキ） 役
土曜ワイド劇場「鉄道捜査官⑯」(
2017年 10月 8日)
テレビ東京

貯まる女（2000年）

女と愛とミステリー・豪華客船クルーズ殺人案内（2001年）
玄海～わたしの海へ～（2003年）

幻星神ジャスティライザー（2004年 -2005年） 伊達源太郎 役
牙狼GARO（2005年 -2006年）

水曜ミステリー９『信濃のコロンボ事件ファイル 16
・願望の連環』
（2008年 6月 25日）
怨み屋本舗 REBOOT第 4話・第 5話（2009年）

孤独のグルメ真夏の博多出張スペシャル（2014年 8月 9日） 奥村鉄也 役

BSジャパン 火曜ドラマ 山本周五郎時代劇 第１１話「金作行状記」
（２０１７）
フジテレビ系

意地悪ばあさん（1984年）

What
'
sMi
chael
？ 第 1話（1984年）

教師びんびん物語 第 8話（1988年） カフェバーのマネージャー 役
震える眼 警察官連続殺人事件!
（1991年）
当たらない易者（1991年、関西テレビ）
世にも奇妙な物語「神様」
（1991年）

裸の大将放浪記「山梨編～富士山にニセモノが現われたので」
（2008年 10月 18日）

未 来世紀シェイクスピア 第5話・第6話「オセロー」
（2008年12月1日・12月8日関西テレビ） オセロー役
帰ってこさせられた 33分探偵（2009年）

金曜プレステージ『赤い霊柩車 30
・龍野武者行列殺人事件』
（2012年9月28日・10月5日） 渋川太郎 役

ストロベリーナイト アフター・ザ・インビジブルレイン「左だけ見た場合」
（2013年1月26日） 渡辺繁 役
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日本テレビ

おじいさん先生 激闘篇 第 3話・第 10話（2007年）
有閑倶楽部 第 2話（2007年）

恋のから騒ぎ ～LoveSt
or
i
es
Ⅴ～「葬儀屋の女」
（2008年 10月 10日）
日本史サスペンス劇場 第 8話「ねねと秀吉」 豊臣秀吉 役

松本清張ドラマスペシャル・霧の旗（2010年 3月 16日） 吉岡 役

デカ 黒川鈴木 最終話（2012年 3月 29日、読売テレビ） 清宮秀典 役
TBS

モラル「結城臣雄の場合」
（1991年）

月曜ゴールデン『上条麗子の事件推理 9
・近江八幡・京都～死を呼ぶ琵琶湖』
（2011年9月5日）西川刑事役
『湯けむりバスツアー 桜庭さやかの事件簿 5』
（2014年 4月 28日） 宮川庄三 役
レジデント～5人の研修医 第 8話（2012年 12月 6日） 佐藤充 役
空飛ぶ広報室 第 9話（2013年 6月 9日） 小日向耕三 役

税 務調査官 窓際太郎の事件簿３２」山崎康生監督（2017年 5月 8日）
その他

WowWow ドラマ「沈まぬ太陽」第１６話（２０１6）

オリジナルビデオ

Ｖシネマ「むこうぶち」１４話 片岡修二監督 発売中
2人のマジカル・ナイト（1991年）

ひき逃げファミリー２（1994年、ビデオチャンプ）
ぜんじろうの怒りのＺＥＮ（1994年、吉本興業）

新・麻雀放浪記 4旅情編（2000年、ケイエスエス） フーテン安
新・麻雀放浪記 5
（2001年、ケイエスエス） フーテン安

オリジナルビデオ

”
シティボーイズのＦｉｌｍ ｎｏｉｒ”
「 ＤＡＲＫ ＯＮ ＤＡＲＫ 」
（ 2010年、ASH&D）

”
シティボーイズのＦｉｌｍ ｎｏｉｒ”
「 ドキュメント 中村有志 」
（ 2010年、ASH&D）
”
シティボーイズのＦｉｌｍ ｎｏｉｒ”
「 俺の切腹 」
（2010年、ASH&D）
（単独公演）

「 YUJIMI
NE22」
（1997
.
12.
22/
ラフォーレミュージアム原宿）
「 ONNAYUJI」
（2000.
9.
10/
ラフォーレミュージアム原宿）

「 愛とバカ ユージ 」
（東京公演：2003年 2月 28日～3月 1日/
ラフォーレミュージアム原宿
大阪公演：2003年 3月 10～11日/
近鉄小劇場）

「 ユウジィズ・カット ―YUJI
'
SCUT― 」
（2004年 9月 16～19日/
東京三軒茶屋シアタートラム）
「 ユウジィズ・ナイト ―YUJI
'
SCUTNI
GHT― 」
（2008年 9月 30日/
東京新宿紀伊國屋ホール）
「 ユウジの味 」
（2009年より不定期ながら継続的に開催中）
シティボーイズライブ 1995年～2013年客演多数
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バラエティ

グッドモーニング（1984年～1986年 テレビ朝日系）

どんぶり 5656
（1983年～1984年、よみうりテレビ）
なげやり倶楽部（1985年、よみうりテレビ）

パオパオチャンネル・木曜日（1987～1989年、テレビ朝日系列・静岡県民放送（現・静岡朝日テレビ））
夕やけニャンニャン（1987年、フジテレビ系）

天才・たけしの元気が出るテレビ!
（
!1987年、日本テレビ）
カウチポテトクラブ（1988年、フジテレビ）
そっとテロリスト（1992年、フジテレビ）

ビートたけしのお笑いウルトラクイズ（日本テレビ）
歌謡オンステージ（NHK大阪）

TVチャンピオンシリーズ（テレビ東京）
愛の貧乏脱出大作戦（テレビ東京）

元祖!
大食い王決定戦（テレビ東京）
天才ビットくん（NHK教育）
えいごリアン（NH教育）

邦子と徹のあんたが主役（テレビ朝日）
おかずな夜（TBS）

CHACHAワールド（日本テレビ）
パックンたまご!
（テレビ朝日）

なんしよ～ん!
？北九州内コーナー「ゆうじとあきの関門で行こう!
」
（NHK北九州）
BeShar
p!
!
ふくおか情熱王（NHK福岡）

音効さん（1993年 10月～1994年 3月 フジテレビ）
いとしの未来ちゃん（1997年）
大顔面 TV
（テレビ大阪）

HENDプレイボーヤクラブ （日本テレビ）

アートエンターテインメント 迷宮美術館（NHKハイビジョン、NHKBS2）
バラエティー生活笑百科（NHK）

通 販王国テレビショッピング（主に食品関係の案内役を担当）
CX
「スカッとジャパン」2017年４月２４日 OA

BSフジ「クイズ脳ベル s
how」2017年４月１０日１１日 OA
BS朝日「お笑い演芸館」12/
31

フジテレビ「ＴＨＥわれめＤＥポン」2017年 9/
30
フジテレビ「アウトデラックス」2017年８／４
テレビ朝日「いきなり黄金伝説！」
BS朝日「お笑い演芸館」5/
5放送

NHK北九州『北九州×クロス』4/
1610:
55～11:
20総合・九州沖縄地方

スカパー「青春マイルストーン」～私の人生を生きる篇～ナレーション 4/
3021:
00OA
テレビ東京「昼めし旅」

ＢＳ日テレ「笑点特大号」
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ラジオ

「 中村 南部 アクアちゃん 」
（レインボータウン FM79.
2、2010年 10月～ ）

「 田代 中村 南部 中井ちゃん 」
（レインボータウン FM79.
2、2009年 7月～9月）
「 大沢悠里のゆうゆうワイド 」１日代理「 中村ゆうじのゆうゆうワイド 」MC
HNK
「 午後のまりあーじゅ 」ゲスト

TOKYO FM「 鈴木おさむのよんぱち 」4/
15ゲスト
TBSラジオ「 たまむすび 」5/
20ゲスト
NHK
「 デザインあ 」2/
27:
25～7:
30

TBSラジオ「 爆笑問題の日曜サンデー 」7
/
16ゲスト

音楽活動

FUNKYKI
NG

テレビ朝日『 AVガーデン 』でのキャラクター名義。いずれもシングル。
FUNKYKI
NGPARK1

カップリング「 GOGO KI
NG」がいとうせいこう出演のセガメガドライブ CM に使われた。
MERRYSKASKAPART1
田代中村南部ハッカ隊

『ＣＯＭＥ ONBABY100KI
NGGOLD』
（2010年 5月 17日）
いとうせいこうフェス 9/
30ゲスト出演

紙媒体

日本経済新聞 夕刊「それでも親子」3月21日発売号
夕刊フジ７/
20
・21掲載掲載

雑誌「 ドカント 」4月号 表紙 3/
16発売

講談社「 フライデー 」4/
22徳間書店「 アサヒ芸能 」4/
2

広告

サンヨー食品 「 カップスター九州ラーメン・東京の味 」
（1987年）
KI
RI
N「 JI
VE珈琲 」 古舘伊知郎 中村有志 野田秀樹（1989年）
ソニーVHS(
1989年)

大阪ガス・自動火災・旭硝子等(
1989年)
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