ERI OFFICE
たきがわ

えい じ

滝川

英治

＜出 身 地＞

大阪府

＜生年月日＞

1979 年 3 月 24 日

＜最終学歴＞

甲南大学 法律学部卒業

＜ サイズ＞

身長 186cm
体重 74kg
BWH 98/82/96
靴 28.5cm

＜特 技＞

スキー·ビリヤード

＜趣 味＞

音楽·映画鑑賞·将棋·料理·球技全般

＜資 格＞

全米エクササイズ&スポーツトレーナー
協会(NESTA)公認 パーソナルトレーナー

普通自動車免許·英検 2 級

最新出演情報
★エンタメニュースショー
『PARASPORTS NEWS アスリートプライド』 MC
BS スカパー！

★ドキュメンタリー
『滝川英治ドキュメンタリー「それでも、前へ プラスワン」』 3/29（日）配信
『滝川英治ドキュメンタリー 「それでも、前へ」』 配信中
BS スカパー!（ BS241 / プレミアムサービス 579 ）
／スカパー! オンデマンドにて配信中
★書籍
初のエッセイ本
『歩-僕の足はありますか？』
発売日：2019/12/20 出版元：主婦と生活社

【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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滝川英治 主な芸歴
＜舞 台＞
2017
・ミュージカル 『しゃばけ 弐～空のビードロ·畳紙』
佐助役 (紀伊国屋ホール)
・Live Musical『SHOW BY ROCK!! THE FES Ⅱ
-ThousandⅩⅦ』ロム役（ステラホール）
・『ちるらん 新撰組鎮魂歌』 近藤勇役
（森ノ宮ピロティ―ホール/天王洲銀河劇場）
・ナイスコンプレックス N27『キスより素敵な手を繋ごう』
主演：倉持裕樹役(あうるすぽっと)
・ミュージカル 『しゃばけ』佐助役（紀伊国屋サザンシアター）
2016
・『青春-AOHARU-鉄道』2 ～信越地方よりアイをこめて～
山陽新幹線役（AiiA シアター/新神戸オリエンタル劇場）
・『歌姫』 ロシア役(梅田芸術劇場 シアター·ドラマシティ/ウインクあい
ち/道新ホール/サンシャイン劇場/キャナルシティ劇場/電力ホール/
りゅーとぴあ·劇場)
・『ペルソナ４ ｼﾞ·ｱﾙﾃｨﾏｯｸｽ ｳﾙﾄﾗｽｰﾌﾟﾚｯｸｽﾎｰﾙﾄﾞ』
巽完二役 （シアターG ロッソ）
・『ポセイドンの牙』ポセイドン役 （紀伊國屋ホール）
・ムッシュ·モウソワール日本公演作品
・『レッド·ジャケット』滝川英治 伯役（草月ホール）
・『ふしぎ遊戯～朱ノ章～』 軫宿役（あうるすぽっと)
・『残響のテロル』柴崎役 (Zepp ブルーシアター六本木)
・『SHOW BY ROCK!! MUSICAL』
～唱え家畜共ッ！深紅色の堕天革命黙示録ッ！～
ロム役 (Zepp ブルーシアター六本木)
・『真夜中の弥次さん喜多さん』ｹﾞｽﾄ出演(シアターG ロッソ)
2015
・『青春-AOHARU-鉄道』山陽新幹線役(スペース·ゼロ)
・『弱虫ペダル』 IRREGULAR～2 つの頂上～福冨寿一役
（日本特殊陶業市民会館ﾌｫﾚｽﾄﾎｰﾙ/TOKYO DOME
CITY HALL/梅田芸術劇場ﾒｲﾝﾎｰﾙ/ｷｬﾅﾙｼﾃｨ劇場）
・『BLOOD-C』更衣唯芳役（世田谷パブリックシアター）
・『龍が如く』 主演：桐生一馬役（赤坂ＡＣＴシアター）
・『弱虫ペダル』 インターハイ篇 The WINNER 福冨寿一役
（日本青年館/シアターBRAVA!/キャナルシティ劇場）
2014
·『ペルソナ 4 ジ·アルティメット イン マヨナカアリーナ』
巽完二役（東京芸術劇場プレイハウス）
·『弱虫ペダル』 箱根学園篇～野獣覚醒～
福冨寿一役（シアターBRAVA!/六本木ブルーシアター）
·『戦国 BASARA3』-咎狂わし絆–ｼﾘｰｽﾞ主演：伊達政宗役（EX
THEATER ROPPONGI/中日劇場/シアタ BRAVA!）
·『弱虫ペダル』ｲﾝﾀｰﾊｲ篇 The Second Order
福冨寿一役（銀河劇場/熊谷会館/シアターBRAVA!）
·『REVELATION GARDEN』クリクスス役（サンシャイン劇場）
·『BASARA 第 2 章』雷蔵役（シアター1010）
2013
·朗読劇 『こころ』 （スペースゼロ）
·『戦国 BASARA3 宴弐』 -凶王誕生×深淵の宴-

ｼﾘｰｽﾞ主演：伊達政宗役
（東京ﾄﾞｰﾑｼﾃｨﾎｰﾙ/中日劇場/ﾒﾙﾊﾟﾙｸ大阪）
·『弱虫ペダル』 ｲﾝﾀｰﾊｲ篇 The First Result
福冨寿一役（サンシャイン劇場/シアターBRAVA!）
·『THE TEMPEST テンペスト』 主演：ランダー役
（シアターグリーン BIG TREE THEATER）
·音楽劇 『ザ·オダサク』 （大阪松竹座、新橋演舞場）
·『DOG’s』 主演：ブルース役 （笹塚ファクトリー）
2012
·『灰とダイヤモンド』主演：ルビー役（ﾜｰｻﾙｼｱﾀｰ）
· 朗読劇 『LOVE×LETTERS』 （八幡山ﾜｰｻﾙｼｱﾀｰ）
2010
·『THE BUTTERFLY EFFECT～Neo Loneliness』
主演：アッシャー役（シアターグリーン BIG TREE THEATER）
·『密室のゲーム 確率捜査官 御子柴岳人』
主演：御子柴岳人役 （恵比寿·エコー劇場）
2009-2010
· ミュージカル 『シンデレラ』 （三越劇場 他）
2009
·『MEN&MAN～男たちの SADAME(運命)～』
主演：氷室隼人役 （新宿シアターサンモール）
2007
·『３』主演：水野和史役（銀座みゆき館劇場）
2006
·『忠臣蔵～水戸黄門外伝·元禄仇討ち裏事情～』
結城新八役 （博品館劇場）
2005
·『恋ぶみ屋一葉』 羽生草助役 （新橋演舞場）
2004
·『ＮＹ青春物語～アランとバディ～』 バディ役
（三越劇場·新神戸オリエンタル劇場）
2003～
·ﾐｭｰｼﾞｶﾙ『テニスの王子様』手塚国光役
·『テニスの王子様』追加公演（東京芸術劇場/日本青年館）
·Remarkable 1st Match 不動峰
（ゆうぽうと簡易保険ホール/メルパルクホール）
·Dream Live 1st （東京体育館）
·in Winter2004-2005 Side 不動峰～special match
（東京芸術劇場）
·Dream Live 7th（神戸ﾜｰﾙﾄﾞ記念ホール/横浜アリーナ）

＜C M＞
·大正製薬 「リポビタン D」
·TOKAI ADSL 「TOKAI ネットワ－ククラブ」
（静岡エリア）
·丸井 「ビサルノ」
·スポーツクラブ 「シーマック」（関西エリア）
·洋服の青山
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滝川英治

主な芸歴

＜バラエティ＞
·CX 「金曜日の聞きたい女たち」 準レギュラー
·NTV 「なら婚」
·NTV 「世界一受けたい授業」
·NTV 「行列のできる法律相談所」
·TBS 「炎の体育会 TV」
·TBS 「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦」
·nottv 「美男子界」ゲスト出演
·CX カスペ 「部活」～綱引きの部～
·TBS 「ＢＯＤＹ」
·TBS 「スポーツマンＮｏ.1 決定戦」
·ＭＢＳ 上沼恵美子の「今夜はえみぃ～ＧＯ！！」
·ＭＢＳ 「ちちんぷいぷい」
·NTV 「踊る！さんま御殿」
·EX 「松岡修造の情熱チャージ 熱血！ホンキ応援団」

＜その他＞
·ファースト写真集 ＜Age 37＞

＜映 画＞
·『劇場版 超·仮面ライダー電王＆ﾃﾞｨｹｲﾄﾞ鬼が島の戦艦』
（田﨑竜太監督）
·『劇場版 仮面ライダーキバ 魔界城の王』（田﨑竜太監督）
·『妄想少女オタク系』 （堀禎一監督）
＜ドラマ＞
·ＢＳスカパー！ 『弱虫ペダル』 福冨寿一役
·BS11 『バブリシャスロード アニキと俺物語』
風間恭介役
·EX 『仮面ライダーキバ』 ドッガ·力(リキ) 役
·CS ファミリー劇場『あゆみの事件簿』
·ABC 『大阪社会部ひまダネ記者』
·CX 『ハマの静香は事件がお好き』
·TX 『開運！なんでも鑑定団殺人事件』
·TBS 『アドベンチャー探偵の事件簿』
·CX 『温泉秘大作戦』
·EX 『相棒 元日ＳＰ』

＜DVD/CD＞
·ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 『テニスの王子様』
Supporter’s DVD Vol.5 初代青春学園編
·Kimeru PV 『Time～THE MOVIE～』 （友情出演）
·ﾐｭｰｼﾞｶﾙ『テニスの王子様』新作公演 12 月 Live DVD·CD
·滝川英治ＤＶＤ写真集 『TREASURE OF AGE』

＜ラジオ＞
· NACK5 「Cheer Up!」
· MBS 「われらイマドキッ！」
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