水木 英昭 -Mizuki Hideaki 主な芸歴
【テレビ】
・1991年ドラマ『刑事犬カール』TBS ゲスト主役
・1991年『ウッチャンナンチャン誰かがやらねば』
TBS レギュラー
・1991年『ウッチャンナンチャンやるならやらねば』
TBS レギュラー
・1992年『うれしたのし大好き』CX レギュラー
・1996年『KIRARA』ANB（現EX）
・1998年ドラマ『WITH LOVE』CX レギュラー
・1998年ドラマ『はるちゃん2』TBS
・2000年ドラマ『リミット もしもわが子が…』NTV
・2006年ドラマ『特命！刑事どん亀』TBS
・2006年『ウッチャンナンチャンのウリナリ‼
ナトゥLIVE ON STAGE』NTV
・2007年ドラマ『おばんざい』TBS ゲスト主演

【映画】
・1995年

KAMIKAZE TAXI

（監督：原田真人）

・1997年

心霊2（監督：稲川淳二) 主演

・2005年 サバイバル自衛隊（監督・主演）
・2014年 マザー（監督：楳図かずお）

【パーソナルデータ】
▪生年月日: 1969年4月28日 ▪出身地 : 茨城県
▪血液型：B型

▪趣味：ゴルフ

【舞台】（出演）
・1987年-2001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）

▪サイズ：T174cm S26.5cm
B98cm W89cm H96cm
▪特技：アクション、殺陣

・2003年『江戸っ子芸者 夢奴奮戦記』（三越劇場）
・2003年『ミュージカル I LOVE JOKERS』
（博品館劇場）

【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

他

- Mizuki Hideaki【舞台】（水木英昭プロデュース/出演、演出、脚本等）
・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！~』
（脚本・演出） 紀伊國屋ホール
・2021年6-7月 『レイジーミッドナイト』（脚本・演出）

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~』（脚本・演出・出演）太一 役 紀伊國屋ホール

・2019年11-12月 『蘇州夜曲』（脚本・演出・出演）郷田 役 紀伊國屋ホール
・2019年5-6月 『山田邦子の門』（演出・出演）太一 役

紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYA

・2018年11月-12月 『虹色唱歌』（脚本・演出・出演） 役

紀伊國屋ホール

・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・出演）太一 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・出演）太一 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・出演）太一 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』（脚本・演出・出演）郷田 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・出演）太一 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
・2014年11-12月 『レイジーミッドナイト』（脚本・演出・出演）Q太郎 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・出演）太一 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）

千本桜ホール

・2013年6-7月 『SAMURAI挽歌III~ラストサムライCode.J~』（脚本・演出・出演）佐馬次 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~』（脚本・演出・出演）佐馬次 役
紀伊國屋ホール、ABCホール、名古屋市芸術創造センター

- Mizuki Hideaki【舞台】（水木英昭プロデュース/出演、演出、脚本等）
・2012年4月 『SAMURAI挽歌2012~房州幕末編~』（脚本・演出・出演）佐馬次 役 紀伊國屋ホール

・2011年8月 LIVE『サマーカーニバル4』（構成・演出・出演） 六本木スイートベイジル
・2011年7月 『蘇州夜曲』龍組/虎組（脚本・演出・出演）郷田 役 紀伊國屋ホール
・2011年3月 『SAMURAI挽歌~房州幕末編~』（脚本・演出・出演）佐馬次 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～』（脚本・演出・出演）荻原 役
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～』（脚本・演出・出演）柳 猛 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・出演）楠源一郎 役
全労済ホール/スペースゼロ
・2009年4月 LIVE『コントライブ1』（構成・演出・出演） 晴れたら空に豆まいて
・2009年7月 LIVE『サマーカーニバル3』（構成・演出・出演） 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・出演）太一 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・出演） 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～』（脚本・演出・出演）南雲 役
さんたホール、アートピアホール、博品館劇場
・2008年3月 LIVE『眠れぬ夜のLove Letter Story』（構成・演出・出演） 晴れたら空に豆まいて

・2007年12月 LIVE『眠れぬ夜のLIVE story(s)』（構成・演出・出演） 晴れたら空に豆まいて
・2007年9月 『眠れぬ夜のストレイドッグエレジー～蘇州夜曲～』（脚本・演出・出演）郷田 役
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・出演） 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：出演）DJ 役
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・出演）太一 役 西鉄ホール

・2006年12月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース～HOST2～』（演出・出演）太一 役
シアターサンモール
・2006年3月 『眠れぬ夜の電波ハイジャック～LAZY MIDNIGHT～』（脚本・演出・出演）遊馬 役
シアターグリーンエリア171

- Mizuki Hideaki【舞台】（水木英昭プロデュース/出演、演出、脚本等）
・2005年9月 『眠れぬ夜のホンキートンクブルース』（演出・出演）太一 役
シアターグリーン・メインホール

【舞台】（水木英昭プロデュース以外 出演、演出、脚本等）
＜出演＞
・2010年11月 『男の一生』出演（演出：蓬莱竜太）

中野ザ・ポケット

・2009年12月 『シェイクスピアレビュー 笑いすぎたハムレット』出演（演出：中村龍史） 博品館劇場
・2008年11月 『天井』出演（演出：蓬莱竜太）

中野ザ・ポケット

・2007年2月 『明日にかけるはし』出演（演出：半海一晃）
・2004年 『ゴレンズ』（演出・出演：水木英昭）

シアターTOPS

シアターサンモール

・2003年 『ブラボーファイヤーマン』（演出・出演：水木英昭）

シアター177

・2001年12月 『死闘編 蘇州夜曲』（演出・出演）

テアトロ・シェルネ（尾道）

・2001年 『ナトゥレーザー』（脚本・演出・出演）

シアターサンモール

・2000年 『バイオハザード零年（ゼロネン）』出演（演出：八木橋修）
東京芸術劇場中ホール、他全国七大都市
・1999年12月-2000年1月

『房州挽歌』（脚本・演出・出演）

・1999年9月 『蘇州夜曲』（演出・出演）

シアターサンモール

青山円形劇場、近鉄小劇場

・1998年9-10月 『SO SOLDIER』（演出・出演）

シアターサンモール、近鉄小劇場

・1997年11-12月 『LAZY MIDNIGHT』（演出・出演）

恵比寿エコー劇場

・1997年5月 『NAKID POLICE』（演出・出演）

シアターサンモール

・1996年4-5月 『SO SOLDIER』（演出・出演）

SETアトリエ

・1994年 『スタントバイミー』（演出・出演）
・1993年 『PPPのP』（演出・出演）

東京芸術劇場小ホール

東京芸術劇場小ホール

- Mizuki Hideaki【舞台】（水木英昭プロデュース以外 出演、演出/脚本）
・1993年 『隔世遺伝シャーベット』出演（演出：岸谷五朗）
・1992年 『ドヘネケヘキシン』出演（演出：岸谷五朗）
・1991年1月 『Dirt』出演（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

・1990年 南流石率いる「流石組」メンバーとして、PSYSコンサートツアー、紅白歌合戦、
PUFFYのプロモーションビデオ等にダンサーとして参加
・1989年7月 『Dirt』出演（演出：岸谷五朗）

シアターサンモール

＊1987年～2001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）

【その他：構成・作・演出・振付等】
・2014年 『森永製菓 キョロちゃん ダンスミュージカル☆2014』（演出）
・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）

・2007年～2013年 『エコプロダクツ

ENEOSブース ミニシアター』（構成・演出）

・2002年 アクロバットダンスカンパニーG-ROCKETS『みにくいあひるのこ』（作・演出）

・2001年 アクロバットダンスカンパニーG-ROCKETS『太陽の第九』（作・演出）

・2001年 日本万博山口きらら博 山本寛斎プロデュース スーパーテーマ館アクロバットショー（演出）

・2001年 沖縄サミット後夜祭 アクロバットショー（演出）

・2000年 「１２ヒトエ」（ソニーミュージックレコードよりデビュー）『レントゲン』
プロモーションビデオ（殺陣振付）

・1999年 サザンオールスターズ桑田佳祐ソロコンサートAAA（パシフィコ横浜）（バックダンサー振付）

・1996年 横浜身体障碍者連盟主催『溌』（作・演出）

