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赤石
あかいし

 ノブ 

   

 ＜出 身 地＞ 千葉県 

 ＜生年月日＞ 1990年 2月 7日 

 ＜ サイズ ＞ 身長 172cm 

  体重 57kg 

  BWH 82/70/83 

  靴 26.5cm 

 ＜ 特 技 ＞ アクション・殺陣・ハンドボール 

 ＜ 趣 味 ＞ バイク・車 

 ＜ 資 格 ＞ 普通自動車免許・大型自動二輪 

全国乗馬倶楽部振興協会 4 級ライセンス 

   

 

 

最新出演情報 

★ＴＶ 

NTV 『ＴＨＥ突破ファイル』勇者の感謝状再現ドラマ 消防団員役 

★ドラマ 

・BS フジ 『CODE1515』 レギュラースタッフ役 

・ドラマ特区 『あおざくら防衛大学校物語』 レギュラー防大生役 

・日本テレビ 『ボイス 110 緊急指令室』第５話 

・フジテレビ 『砂の器』 捜査一課刑事役 

 

★ショートフィルム 

テレパックチャンネル 『世界の果てという名の家』  

YouTube 配信中＞ https://www.youtube.com/watch?v=AZAbmdIry1c 

 

★その他 

・雑誌「夏ぴあ」首都圏版 2019 スチールモデル 

・甲府市開府 500 年 360°VR 動画プロモーション 
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赤石ノブ 主な芸歴 

＜舞 台＞ 

2020 

・『丘のバッキャロー!! ～日本を代表する「甲州ワイン」の軌

跡～[前編]』 力竹壱郎役（BIG TREE THEATHER） 

2019 

・もっと歴史を深く知りたくなるシリーズ 第 7 弾 

  『桃山ビート・トライブ ～再び、傾かん～』 

                 (京都劇場/EX シアター六本木) 

2018 

・『MOTHER～特攻の母 鳥濱トメ物語～』 

・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』 （EX THEATER ROPPONGI） 

・『SAKURA』 中岡役 （両国 Air Studio） 

・『徒桜』 山田和役 （劇場 MOMO） 

2017 

・『月のバッキャロー!!』～端島・軍艦島編 最終章～ 

 力竹 実役 （ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BOX in BOX THEATER） 

・『火の風にのって』 稲葉兵吾役 （両国・エアースタジオ） 

・感謝の日々を vol.3 『貌貌』 チェチェン役 （日暮里 d-倉庫） 

・『潮のバッキャロー!!』 ～端島・軍艦島編 第 2 章～ 

 力竹 実役 （ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BOX in BOX THEATER） 

・『剣豪将軍義輝～星を継ぎし者たちへ～』 

                    （EX THEATER ROPPONGI） 

・『凪のバッキャロー！』～端島・軍艦島編 第 1 章～ 

 力竹 実役 （ｼｱﾀｰｸﾞﾘｰﾝ BOX in BOX THEATER） 

・ASSH 第 21 回公演・旗揚げ 15 周年記念興行 

  『SOUL FLOWER ver.2017』 臓器売人ゾイド役 （新宿村 LIVE） 

2016 

・もっと歴史を深く知りたくなるシリーズ 第 3 弾 

 『剣豪将軍義輝』 (前編) （EX THEATER ROPPONGI） 

・『瞑るおおかみ黒き鴨』 

  （天王洲 銀河劇場・森ノ宮ﾋﾟﾛﾃｨﾎｰﾙ・北九州芸術劇場） 

・「世界は僕の CUBE で造られる 2016』 ライフツリー役 

                       （サンモールスタジオ） 

・『拝啓、みなさんお元気ですか？』 

                （シアターグリーン BIG TREE THEATER） 

・『サイコメ；ステージ』 （新宿村ＬＩＶＥ） 

・「ざ☆くりもん」新春三館同時公演 『人情寄場』 

              （シアターグリーン BASE THEATER） 

2015 

・『幻の城～戦国の美しき狂気～』 （EX シアター六本木） 

・『いい日、アイカタ。』 武田龍馬役 

          （シアターグリーン BOX in BOX THEATER） 

・『晒場慕情～恋慕の木遣り唄～』 三郎太役 

              （シアターグリーン BASE THEATER） 

2014 以前 

・『アルジャーノンに花束を』 バート役 

・『天保十二年のシェイクスピア』 佐渡の三世次役 

 

 

 

＜映 画＞ 

2016 

・『闇金ドッグス３』 マネージャー役 

 

 

 

＜ドラマ＞ 

2019 

・フジテレビ 『砂の器』 捜査一課刑事役 

2018 

・テレビ朝日 『相棒 17』第 20 話ＳＰ ドア業者役 

・フジテレビ 『レ・ミゼラブル 終わりなき旅路』 検問警官役 

・テレビ朝日 『リーガルＶ～元弁護士・小鳥遊翔子』第 9 話 

                                記者役 

 

＜TV＞ 

2018 

・EX 『相棒 season16』 第 17 話 捜査員役 

 

 

＜その他＞ 

・雑誌「夏ぴあ」首都圏版 2019 スチールモデル 

・甲府市開府 500 年 360°VR 動画プロモーション 

・テレパックチャンネル『社畜ゾンビ』 花田 役 

【序章】https://youtu.be/B5Orx3A8dXQ 

【第２章】https://youtu.be/2OM4YjwzVKk 

【第３章】https://youtu.be/Xg7xE9j_iWo 
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