ERI OFFICE

い ぶ か

かつひこ

井深

克彦

＜出 身 地＞

岐阜県

＜生年月日＞

1987 年 4 月 13 日

＜最終学歴＞

佛教大学 文学部人文学部 卒業

＜ サイズ ＞

身長 177cm
体重 59kg
BWH 84/72/85
靴 27.0cm

＜特 技＞

美容について全般

＜趣 味＞

DVD 鑑賞・旅行・ドライブ・音楽鑑賞

＜資 格＞

普通自動車免許
教員免許 中１種 国語

第 21 回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト ファイナリスト
最新出演情報
★舞台
『歳が暮れ･るＹＯ 明治座大合戦祭』（略して「る戦」（るせん））
諏訪姫役
12/28（金）～31（月）＠明治座
1/19（土）＠梅田芸術劇場メインホール

★レギュラー放送
『夜な夜な BACHELOR 飯』 レギュラーMC（コンシェルジュ）
ｄTV チャンネル：10 月 20 日（土）スタート 毎週土曜よる１１時３０分～
TVK：10 月２８日（日）スタート 毎週日曜よる１１時３０分～

★レギュラーイベント
「カッチ♡オトメ Cafe」
美容とお悩み相談をコンセプトに、不定期で開催中！

【有限会社えりオフィス】
〒107-0062 東京都港区南青山 6-13-2 ブルジョン南青山 301 号
TEL:03-3486-8651 FAX:03-3486-8652 E-Mail: production@erioffice.co.jp
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主な芸歴

＜舞 台＞
2018
・『歴タメ LIVE 第３弾』（EX THEATER ROPPONGI）
・もっと歴史を深く知りたくなるシリーズ 第 6 弾
『ジョン万次郎』 イッチ・徳川斉昭役
（EX THEATER ROPPONGI）
・『クレスト☆シザーズ』 真季エミリアン役
（サンシャイン劇場/サンケイブリーゼホール）
・『メイクヒーロー DMM VR THEATER Version』
（DMM VR THEATER）
・『劇団アニメ座ハイブリッド－舞台俳優は伊達じゃない!－』
（CBGK シブゲキ!!）
・B-PROJECT on STAGE 『OVER the WAVE!』 REMiX
夜叉丸朔太郎役 （AiiA2.5THEATER）
・『DIABOLIK LOVERS MORE BLOOD』 逆巻ライト役
（クラブ eX）
・『ゆく年く・る年冬の陣 師走明治座時代劇祭』 小松姫役
＜略して る年祭（るとしまつり）＞（梅田芸術劇場メインホール）

2017
・ 『ゆく年く・る年冬の陣 師走明治座時代劇祭』 小松姫役
＜略して る年祭（るとしまつり）＞（明治座）
・もっと歴史を深く知りたくなるシリーズ 舞台第 5 弾
『桃山ビート・トライブ』 暮松新九郎役（EX シアター六本木）
・『天国の脚本家 冴嶋コーキ ～袖振り合うも多生の宴～』
主演：冴嶋コーキ役（博品館劇場）
・B-PROJECT on STAGE 『OVER the WAVE!』
夜叉丸朔太郎役 （銀河劇場／Zepp DiverCity）
・『剣豪将軍義輝～星を継ぎし者たちへ～』 覚慶役
（EX シアター六本木）
・『晴れときどき、わかば荘』 長崎恵一役
(DDD AOYAMA CROSS THEATER)
2016
・『僕等の図書室 特別授業』
（有楽町朝日ホール/サンケイホールブリーゼ）
・『剣豪将軍義輝』(前編) 覚慶役 (EX シアター六本木)
・『歴タメ LIVE～歴史好きのエンターテイナー大集合！～』
（EX THEATER ROPPONGI/大阪 松下 IMP ホール）
・『ROSE GUNS DAYSーSseason1ー』ミゲル役(俳優座劇場)
・『DIABOLIK LOVERS～re:requiem～』 逆巻ライト役
（品川プリンスホテル クラブ ex）
・『覇権ＤＯ!!～戦国高校天下布武～』 ﾖｰｺ役（新宿村 live）
・『おやすみジャック・ザ・リッパー』 ジャック役（博品館劇場）
・朗読劇 『雲は湧き、光あふれて』（紀伊國屋ｻｻﾞﾝｼｱﾀｰ）
・『残響のテロル』 羽村役 (Zepp ブルーシアター六本木)
・『のぶﾆｬがの野望 幸村と五輪の剣』 たけﾆｬか半兵衛役
（全労済ホール／スペース・ゼロ）
・『晦日明治座納め・る祭』 (明治座/大阪梅田芸術劇場)

2015
・『薄桜鬼 SSL』 風間千景役（シアターサンモール）
・『攻殻機動隊 ARISE』 パズ役（東京芸術劇場 ﾌﾟﾚｲﾊｳｽ）
・『幻の城～戦国の美しき狂気～』 豊臣秀頼役
（EX THEATER ROPPONGI）
・『DIABOLIK LOVERS』 逆巻ライト役 （六行会ホール）
・『ハンサム落語 第 6 章』 （CBGK ｼﾌﾞｹﾞｷ!!/ﾃｲｼﾞﾝﾎｰﾙ）
・『龍狼伝』 諸葛亮役 （博品館劇場）
・『あしたのおもひで』 *ゲスト出演 （新宿村 LIVE）
・『ユメオイビトの航海日誌』 メガネ役 （シアターサンモール）
・『VIVID CONTACT -The just-』 （中野ザ・ポケット）
2014
・『聖☆明治座・るの祭典～あんまりカブると怒られちゃうよ～』
松寿丸役 （明治座/梅田芸術劇場）
・『のぶニャがの野望 弐（にゃん）』 主演 冴木ミュウ役
（シアターサンモール）
・『ラズベリーボーイ２』 *ゲスト出演 （俳優座劇場）
・『マルガリータ～戦国の天使たち～』 伊東マンショ役
（EX THEATER ROPPONGI）
・『人猫（じんびょう）』 （GEKI 地下リバティ）
・『ぶっ壊したい世界』 岩城雅喜役 （紀伊國屋ホール）
・『Innocent World』 ソウル役 （六行会ホール）
・『グッバイシェイクスピア!!!』 里中雅役（中目黒ｷﾝｹﾛｼｱﾀｰ）
・『MOSH 007～私を愛したスパイ～』 *ゲスト出演
（シアターグリーン BOX in BOX THEATER）
・『覇権 DO!!』 蘭丸役 （笹塚ファクトリー）
・『ミニチュア！』 松戸和輝役 （新宿 SPACE107）
・『イシン』 勝海役 （赤坂 RED/TEATER）
・『VAMPIST』 ｱｰｻｰ役 （ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BIG TREE THEATER）
2013
・『歳末明治座 る・フェア～年末だよ！みんな集合！！～』
佐藤継信役 （明治座）
・『のぶニャがの野望』 冴木優役《主演》 （六行会ホール）
・『秘密の花園 The Secret Garden』 ロドマン役
（秋葉原 UDX THEATER）
・『眠れぬ町の王子様 2』 二階堂蓮役 （ｼｱﾀｰｻﾝﾓｰﾙ）
・『abc★赤坂ボーイズキャバレー表 FINAL』一之瀬慶役
（赤坂 ACT シアター/シアターBRAVA!）
・『刑事・ル』 刑事役 （スペース・ゼロ）
・『ダルマ』 孤次郎役 （スペース・ゼロ）
・『危機之介御免』 栄林堂助六役
（ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BIG TREE THEATER）

・『９‐ナイン‐』 岡優太役
（紀伊國屋サザンシアター/新神戸オリエンタル劇場）
・『解決!!スパイマン～スパイが、白衣に着がえたら。～』
（シアターモリエール）
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2012
・『眠れぬ町の王子様』 蓮役 （スペース・ゼロ）
・『ソレ行け!!カフェマン～エプロン男子のしあわせレシピ～』
（ﾏｳﾝﾄﾚｰﾆｱﾎｰﾙ渋谷）
・『僕等の図書室～みんなで読書会～（ぼくとしょ２）』
（パルコ劇場）
・『ウェディングマン～スーツなやつらにご用心～』 長崎役
（中目黒 GT ﾌﾟﾗｻﾞﾎｰﾙ）
・『おるんと高麗犬 』 羽山役 （笹塚ファクトリー）
・『The Door ～welcome to my home～』 水木薫役
（萬劇場）
・『逆境ﾅｲﾝ』*ｹﾞｽﾄ出演（ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BIG TREE THEATER）
・『桃太郎外伝～ライズアップヒーロー！～』 扇犬丸役
（武蔵野芸能劇場）
・『僕等の図書室～みんなで読書会～』 （ｼｱﾀｰﾄﾞﾗﾏｼﾃｨ）
・『We Love 兄さん！！』 モモイ役 （ﾗﾌｫｰﾚﾐｭｰｼﾞｱﾑ原宿）
・『灰とダイヤモンド』 オニキス役 （ワーサルシアター）
・『Mr.教授の危険なマスカレイド』 天草役 (青山円形劇場)
2011
・『大江戸鍋祭～あんまりはしゃぎ過ぎると討たれちゃうよ～』
岡野金右衛役 （明治座/梅田芸術劇場ﾒｲﾝﾎｰﾙ）
・『この部屋の片隅で』 *ゲスト出演 （魁〈KAI〉ホール）
・劇団Ｋ助 第 16 回公演『ウェディング＆ハプニング』
岩下役（中野ザ・ポケット）
・『新鮮な新撰組 ～嘘か！誠か？～』 楠小十郎 （萬劇場）
・『Lipsynca ヒールをはいたオトコ！？タチ』（ｼｱﾀｰｻﾝﾓｰﾙ）
・『２０６９』 アム役 （恵比寿･エコー劇場）
・『ロイヤルホ☆ト』 蘭丸役 （六行会ホール）
・『遠ざかるネバーランド』 トゥートルズ役 （青山円形劇場）
・『華鬼』 律役 （博品館劇場）
・『新春戦国鍋祭～あんまり近づきすぎると斬られちゃうよ』
小西行長役 （サンシャイン劇場）
2010
・『ＧＡＮＲＹＵＪＩＭＡ』 細川君役 （SPACE107）
・『もうひとつのﾊﾑﾚｯﾄ』 ｺｰﾈﾘｱｽ役 （MAKOTO ｼｱﾀｰ銀座）
＜Ｔ Ｖ＞
・NTV「ナカイの窓」キャスティングの窓 2017 年 11 月 8 日
・NTV 「有吉反省会」 真夏のカミングアウト SP
・CS テレ朝 ch1 「〇〇万円あったら××できるでしょ？
～イケメン大図鑑 監修：鈴木拓～」 メインゲスト
・読売ﾃﾚﾋﾞ・TVK 他『俺の地図帳～地理ﾒﾝ BOYS が行く～』
・CX 『ノンストップ』
・CX 『ゲイジツ野郎』
・TVK 他Ｕ局ネット 『戦国鍋ＴＶ』
・J:COM 『つながるセブン』
・NTV 『新型学問 はまる！ツボ学』

＜ドラマ＞
2015
・TOKYO MX2 『薄桜鬼 SSL』 風間千景役

＜映 画＞
2015
・『薄桜鬼 SSL ～sweet school life～THE MOVIE』
（宮下健作監督）風間千景役
＜モデル＞
・写真集「失恋男子」
・FuRyu 『BF Love&Fashion』 プリントシール機イメージモデル
・楽天 『SOYOUS』
・HOYU 『rexy』

＜コラム執筆＞
・ダリアコミックス スペシャル BL コラム 2017 年

＜携帯コンテンツ＞
・『ゼウスのイタズラ』 レギュラー：海役
・『会いたかった』

＜雑誌＞
・『Nicky』

＜その他＞
・やりすぎるひま都市伝説（産経新聞社 会議室）
・AbemaTV 「おネェを訪ねて三千里」（生中継放送）
・ﾄﾞﾗﾏ CD｢たません! ～目玉焼きには何をかけるか?戦争～｣
主人公：カオル役
・ワタルーム サマーフェスタ(テアトル BONBON) ※ゲスト出演
・『第 12 回、20 回 沖直実のいい男祭り 春の陣』
・「Happy☆Magical☆Paradise」（関交協ﾊｰﾓﾆｯｸﾎｰﾙ）
・「る・ｺﾝ ~あんなこと、こんなことあったで SHOW~」(明治座)
・『戦国鍋 TV～Zepp ライブ～』
・『戦国鍋 TV～tvk に 40 年の歴史あり！
祝ってみせようホトトギス LIVE～』
・『戦国鍋 TV～まさかの 1 周年記念
調子に乗って CD まで出しちゃいますライブ～』
・Ameba モバイル ゲーム「私のホストちゃん」 HARUKA 役
・JUNON ジュノンボーイ雑誌企画
＜LINE LIVE＞
・『カッチのかれしを作ろうプロジェクト』全 6 回
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