原 育美 -Hara Ikumi 主な芸歴
【テレビ】
・1988年『パッパラパラダイス』TBS レギュラー
・1989年『爆笑深夜族』TBS レギュラー
・1990年『平成名物TV IKEIKE CLUB』TBS
レギュラー
・1990年『ベイサイドスタジオ』TVK
水曜レギュラー
・1992年『うれしたのし大好き』CX

レギュラー

・1992年ドラマ『ツヨシしっかりしなさい』NTV
・1998年ドラマ『WITH LOVE』CX 準レギュラー
・1999年ドラマ『スチュワーデス刑事』CX
・2000年『ウッチャンナンチャンのウリナリ‼
ナトゥLIVE ON STAGE』NTV
【PV】
・サザンオールスターズ『修羅場★ラ★バンバ』
【CM】
・NTT「侮れない父編」
・新三共胃腸薬
・モービル石油

【パーソナルデータ】

・NTTドコモ西日本

・UCCワークス
・日清コーンスナックマガジン
（ラジオ）

【映画】

▪生年月日: 1967年4月1日 ▪出身地 : 横浜市
▪血液型：A型
▪趣味：読書、映画鑑賞、ランニング

・1990年

天と地と

（監督：角川春樹）

・1996年

アトランタ・ブギ（監督：山本政志)

・2005年 サバイバル自衛隊（監督：水木英昭）

▪サイズ：T158cm S23cm
B80cm W60cm H84cm

【舞台】

▪特技：ダンス、殺陣

・1983年-1984年ヤングジャンププロデュース公演
・1985年-2000年 劇団スーパー・エキセントリッ
ク・シアター公演（本公演、岸谷五朗プロデュース、
オフSET、水木英昭プロデュース）
他

【最新情報】
・舞台 2022年9月 水木英昭プロデュースvol.27
『蘇州夜曲2022』

水木英昭プロデュース https://www.mizu-pro.com/
mizu-pro@mizu-pro.com
〒167-0011東京都中野区中央3-21-2-302
TEL:03-6279-2174 FAX03-6279-2178

- Hara I k u m i 【イベント】
・2013年 『エコプロダクツ2013

ENEOSブース ミニシアター』（構成・演出：水木英昭）

・2014年 『森永製菓 キョロちゃん ダンスミュージカル☆2014』（構成・演出：水木英昭）
ピーナッツキョロちゃんの声
・2014年 『さっぽろ雪まつり パナソニック「ぽかぽかステーション」ミニシアター』
（構成・演出：水木英昭）お母さん 役
【舞台】
・2022年9月 『蘇州夜曲2022』（演出：水木英昭）キムチ 役 紀伊國屋ホール
・2021年12月 『眠れぬ夜のライブストーリー~津田英佑芸能生活30周年記念だってよ！~』
（演出：水木英昭）田所・涼子 役他 紀伊國屋ホール
・2021年6-7月 『レイジーミッドナイト』（演出：水木英昭）乙羽麗香 役
紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA
・2020年11-12月 『山田邦子の門2020~クニリンピック~』（演出：水木英昭）田所 役 紀伊國屋ホール

・2019年11-12月 『蘇州夜曲』（演出：水木英昭）キムチ 役 紀伊國屋ホール
・2019年5-6月 『山田邦子の門』（演出：水木英昭）田所役

・2018年11月-12月 『虹色唱歌』（演出：水木英昭）役

紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

紀伊國屋ホール

・2018年3月 IN EASY MOTION「怪しの雨」（演出：伊藤和重）シアターグリーン BOX in BOX THEATER
・2017年11月『眠れぬ夜のホンキートンクブルース 外伝～ティーダのうた～』（演出:水木英昭）涼子 役
紀伊國屋ホール
・2017年6月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース 第三章～覚醒～』（演出:水木英昭）涼子 役
紀伊國屋サザンシアター、ABCホール

・2016年8月-9月

『眠れぬ夜のホンキートンクブルース 第二章～キセキ～』（演出:水木英昭） 役
紀伊國屋ホール他、全国七大都市ツアー

・2015年11月 『蘇州夜曲』（演出:水木英昭）キムチ 役

紀伊國屋サザンシアター

・2015年5月-6月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース第二章~飛躍~』（演出:水木英昭）涼子 役
紀伊國屋ホール、名古屋市青少年文化センター アートピアホール、西鉄ホール、エル・シアター、
イズミティ21 小ホール

- Hara I k u m i 【舞台】
・2014年11-12月 『レイジーミッドナイト』（演出：水木英昭）キムチ 役
紀伊國屋ホール、西鉄ホール、近鉄アート館、中村文化小劇場
・2014年5月- 6月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース第二章～復活～』（演出:水木英昭）涼子 役
紀伊國屋サザンシアター、中村文化小劇場、ABCホール、西鉄ホール
・2013年10月 『眠れぬ夜のLOVEストーリーズvol.1』（演出：水木英昭）＊オムニバス二編に出演
千本桜ホール
・2013年6-7月 『SAMURAI挽歌III~ラストサムライCode.J~』（演出：水木英昭）鹿乃 役
紀伊國屋ホール、SAYAKA小ホール、南文化小劇場、ももちパレス大ホール
・2012年11-12月 『SAMURAI挽歌II~紀州の魂~』（演出：水木英昭）鹿乃 役
紀伊國屋ホール、ABCホール、名古屋市芸術創造センター

・2012年4月 『SAMURAI挽歌2012~房州幕末編~』（演出：水木英昭）鹿乃 役 紀伊國屋ホール

・2011年7月 『蘇州夜曲』龍組/虎組（演出：水木英昭）キムチ 役 紀伊國屋ホール
・2011年3月 『SAMURAI挽歌~房州幕末編~』（演出：水木英昭）鹿乃 役 全労済ホール/スペースゼロ
・2010年6月 『眠れぬ夜の１×８レクイエム～ﾈｲｷｯﾄﾞﾎﾟﾘｽｱｶﾃﾞﾐｰ～』（演出：水木英昭） 紀伊國屋ホール

・2009年9月 『虹色唱歌~眠れぬ夜のオールドメロディー～』（演出：水木英昭）麦 役 紀伊國屋ホール
・2009年8月 『眠れぬ夜のサバイバルパーティー～SO SOLDIER～』
※平成21年度文化芸術振興費補助金（芸術創造活動推進事業）（演出：水木英昭）全労済ホール/スペースゼロ
・2009年7月 LIVE『サマーカーニバル3』（構成・演出：水木英昭） 六本木スイートベイジル

・2008年10月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース完結編～ホスト参上～』（演出：水木英昭）涼子 役
シアターサンモール
・2008年8月 LIVE『サマーカーニバル2』（構成・演出：水木英昭） 六本木スイートベイジル
・2008年5-6月 『眠れぬ夜の電波ハイジャック～銀座でLAZY MIDNIGHT～』（演出：水木英昭）乙羽 役
さんたホール、アートピアホール、博品館劇場

・2007年9月 『眠れぬ夜のストレイドッグエレジー～蘇州夜曲～』（演出：水木英昭）

新国立劇場小劇場

・2007年7月 LIVE『サマーカーニバル1』（構成・演出：水木英昭） 六本木スイートベイジル
・2007年3-4月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルースEPISODE１～上京編～』（演出：水木英昭）
シアターグリーンBOX in BOX THEATER
・2007年1月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース～HOST2～』（演出：水木英昭） 西鉄ホール

- Hara I k u m i -

【舞台】
・2006年12月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース～HOST2～』（演出：水木英昭） シアターサンモール
・2006年7-8月 『ゆめとうつつとまぼろしと』（演出：大西一郎） シアターグリーン・メインホール
・2006年3月 『眠れぬ夜の電波ハイジャック～LAZY MIDNIGHT～』（演出：水木英昭）乙羽 役
シアターグリーンエリア171
・2005年9月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース』（演出：水木英昭）涼子 役
シアターグリーン・メインホール
・2004年6月 『ゴレンズ』（演出：水木英昭） 梅代 役 シアターサンモール
・2003年 『ブラボーファイヤーマン』（演出：水木英昭）

シアター177

・2001年12月 『死闘編 蘇州夜曲』（演出：水木英昭）亜矢子 役
・1999年12月-2000年1月

『房州挽歌』（演出：水木英昭）

・1999年9月 『蘇州夜曲』（演出：水木英昭）亜矢子 役
・1998年9-10月 『SO SOLDIER』（演出：水木英昭）

テアトロ・シェルネ（尾道）

シアターサンモール

青山円形劇場、近鉄小劇場
シアターサンモール、近鉄小劇場

・1997年11-12月 『LAZY MIDNIGHT』（演出：水木英昭）

恵比寿エコー劇場

・1997年5月 『NAKID POLICE』（演出：水木英昭）

シアターサンモール

・1996年4-5月 『SO SOLDIER』（演出：水木英昭）

SETアトリエ

・1994年 『アデイ』（演出：平松れい子）

シアターTOPS

・1993年 『隔世遺伝シャーベット』（演出：岸谷五朗）
・1992年 『ドヘネケヘキシン』（演出：岸谷五朗）
・1991年1月 『Dirt』（演出：岸谷五朗）

アートスフィア

東京芸術劇場中ホール

シアターアプル

・1989年10月 『arearea』（演出：三谷悦代・平松れい子・原育美・尾口えり子）
・1989年7月 『Dirt』（演出：岸谷五朗）

北沢タウンホール

シアターサンモール

・1989年5月 『外野自由席』（演出：ふたくちつよし）

東京芸術劇場小ホール

・1988年12月 『AITA PEA PEA』（演出：三谷悦代・平松れい子・原育美・尾口えり子）
・1988年7月 『BC UNIT』（演出：岸谷五朗）

アゴラ劇場

シアターTOPS

- Hara I k u m i 【舞台】
・1987年12月 『イグノランティス大陸』（演出：山崎大輔）

青山円形劇場

＊1985年～2000年 劇団スーパー・エキセントリック・シアター本公演（全公演）

