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Profile

1980年　15歳でジャニーズ入り

1981年　ドラマ「2年B組仙八先生」でデビュー

1982年　「シブがき隊」として歌手デビュー

1989年　ソロ活動開始

1965年 8月4日

神奈川県川崎市

身長：171cm　体重：63kg
B94cm/W84cm/H96cm
股下78cm　足 25.5cm
Yシャツ 39×84
ジーンズ 32インチ
服 上下 L サイズ

有限会社 ティーバード
URL. http://t-bird-pro.com
MAIL. info@t-bird-pro.com

業務提携

PROFILE

布川 敏和
T o s h i k a z u  F u k a w a



■ドラマ

2年B組仙八先生（1981年 4月 TBS）

女7人あつまれば（1982年 10月  TBS）

源さん（1983年 5月 日本テレビ）

噂のポテトボーイ（1983年 10月 TBS）

ふたりの恋人（1984年 8月 TBS）

走れ青春42.195キロ（1984年４月 テレビ東京）

シブがき隊のスシ食いねェ ! （1986年 フジテレビ、月曜ドラマランド）

春一番が吹くまで（1986年 3月 フジテレビ、木曜ドラマストリート）

あまえないでヨ ! （1987年 1月 フジテレビ） 

熱くなるまで待って ! （1987年 7月 フジテレビ、木曜劇場） 

オレの妹急上昇（1987年 11月 フジテレビ） 

悲しみがとまらない（1988年 7月 フジテレビ）

カッ飛び ! ヤンヤン姫（1988年 10月 テレビ東京）

さよならは一度だけ…（1988年 11月 フジテレビ、男と女のミステリー）

結婚行進曲（1989年 1月 フジテレビ）

ヘイ ! あがり一丁（1989年 1月 フジテレビ） 

おしえてあげたい（1989年 4月 フジテレビ）

この胸のときめきを（1989年 7月 フジテレビ）

田舎の王子様 TOKYOへ行く（1989年 7月 TBS、ドラマ23）

LUCKY・天使、都へ行く（1989年 10月 フジテレビ）

さすらい刑事旅情編 第 2シリーズ（1989年 10月 テレビ朝日） 

美空ひばり物語（1989年 12月 TBS）

田舎の王子様・スキーへ行く（1990年 3月 TBS、ドラマチック22） 

刑事貴族（1990年 4月13日 - 1991年 3月 日本テレビ） 

恋愛本線、駆ける（1990年 11月 RKB毎日放送）

ミニ・パトより愛を込めて（1990年 TBS）

ユーミンドラマブック ルージュの伝言 VOL.4 「Love Wars」（1991年 4月 TBS）

世にも奇妙な物語 「目撃者」（1991年 5月 フジテレビ）

アイとサムの街（1991年 7月22日 - 8 月 TBS、花王 愛の劇場）

夜が明けるまでに・恵子の選択（1991年 7月 日本テレビ、24時間テレビ・ドラマスペシャル）

女子高生 ! キケンなアルバイト（1991年 9月 TBS）

嫁と姑のフルフリ '91 （1991年 日本テレビ）

メロドラマ（1991年 フジテレビ）

君だけにメリークリスマス（1991年 11月 テレビ東京）

危険な花嫁～札幌テレクラ殺人事件（1991年 11月 フジテレビ、金曜ドラマシアター）

ハワイ結婚未満ストーリー（1992年 フジテレビ）

運命の逆転 盗まれた企業秘密 ! （1992年 4月 TBS）

密愛リゾート種子島（1992年 5月 関西テレビ）

動く不動産（1992年 6月 TBS、月曜ドラマスペシャル）

本当にあった怖い話 「恋人海岸の怪」（1992年 7月 テレビ朝日）

真夏の夜の夢バルセロナ～ブロバンス恐怖街道～（1992年 8月 読売テレビ）

ママの転勤（1992年 9月11日 - 11月 NHK）

映画みたいな恋したい 「心の旅」（1992年 9月 テレビ東京）

潮騒が聞こえない（1992年 11月 CBCテレビ） 

松本清張スペシャル 疑惑（1992年 11月 フジテレビ、金曜ドラマシアター）

赤いハネムーン（1992年 11月 読売テレビ）

ちょっと危ない園長さん（1993年 1月 日本テレビ） 

花嫁の憂うつ（1993年 1月 読売テレビ、ドラマシティ）

私が愛したウルトラセブン（1993年 2月 NHK、土曜ドラマ） 

娘 36歳少し幸せ（1993年 5月 TBS、月曜ドラマスペシャル）

帰ってきちゃった（1993年 11月 NHK）

裸の大将 62 イルカに乗った清（1993年 関西テレビ）

新空港物語（1994年 1月 テレビ朝日） 

運命の森（1994年 4月 東海テレビ） 

大家族ドラマ 嫁の出る幕（1994年 7月 テレビ朝日）

きっとしあわせ（1994年 7月 関西テレビ）

妊娠ですよ（1994年 10月 関西テレビ） 

おばさんデカ 桜乙女の事件帖シリーズ（1994年 フジテレビ、金曜エンタテイメント） 

味いちもんめ（1995年 テレビ朝日） 

戸隠伝説殺人事件（1995年 TBS、月曜ドラマスペシャル）

博多湯けむり湯布院慕情殺人事件（1995年 4月 フジテレビ、金曜エンタテイメント）

SALE! （1995年 4月 朝日放送） 

幻の料理人～宗次郎外伝～（1995年 6月 フジテレビ、金曜エンタテイメント）

Miss ダイヤモンド（1995年 10月 テレビ朝日）

救急指定病院 4 （1995年 11月 日本テレビ、火曜サスペンス劇場）

ざけんなヨ !! 9 （1995年 フジテレビ、金曜エンタテイメント）

松本清張スペシャル・火と汐（1996年 9月 フジテレビ、金曜エンタテイメント） 

KIRARA キララ（1996年 7月 テレビ朝日）

闇のパープル・アイ Purple Eyes in the dark （1996年 7月 テレビ朝日） 

おーい ! ムコどの（1996年 6月 TBS、花王 愛の劇場）

法医学教室の事件ファイル 5 （1996年 10月 テレビ朝日、土曜ワイド劇場）

踊る大捜査線 第 6話・第7話（1997年 2月 フジテレビ） 

保険調査員 しがらみ太郎の事件簿 3 （1997年 4月 TBS、月曜ドラマスペシャル）

犯罪心理分析官シリーズ（1997年 8月 日本テレビ、火曜サスペンス劇場） 

ウルトラマンダイナ（1997年 9月6日 毎日放送） 

幸せづくり（1999年 1月 東海テレビ）

日光･鬼怒川湯けむりツアー殺人事件（1999年 5月 TBS、月曜ドラマスペシャル）

検事 霞夕子 17 （2001年 4月 日本テレビ、火曜サスペンス劇場）

保険調査員 蒲田吟子シリーズ（2001年 5月 テレビ東京、女と愛とミステリー） 

生きるための情熱としての殺人（2001年 7月 テレビ朝日）

外科医・零子～ハートの記憶～（2001年 10月 TBS、月曜ミステリー劇場） 

結婚スクランブル（2001年 12月 BS朝日） 

利家とまつ（2002年 1月 NHK、大河ドラマ） 

萩原朔太郎の亡霊（2002年 2月 TBS、月曜ミステリー劇場）

愛、倫廻のワルツ（2002年 8月 TBS、月曜ミステリー劇場） 

昆虫巡査・向切一美の事件日誌（2002年 テレビ東京、水曜ミステリー9）

外科医有森冴子「第5話」（2002年 日本テレビ） 

警部補・佃次郎 16 （2002年 11月 日本テレビ、火曜サスペンス劇場）

天童よしみの歌姫探偵 温泉カラオケ殺人事件（2002年 11月 フジテレビ、金曜エンタテイメント）

殺人ロケ （2003年 2月 テレビ朝日、土曜ワイド劇場）

愛の110番（2003年 3月31日 - 5 月 CBCテレビ、ドラマ30） 

はみだし弁護士・巽志郎 7 （2003年 4月 テレビ朝日、土曜ワイド劇場）

麻婆豆腐の女房（2003年 5月 NHK、月曜ドラマシリーズ）

女三人乱れ咲き ! 氷川きよし追っかけツアー殺人事件（2003年 8月 TBS、月曜ミステリー劇場）

スカイハイ 2 （2004年 1月 テレビ朝日） 

示談交渉人甚内たま子裏ファイル 3 （2004年 1月 TBS、月曜ミステリー劇場）

天花（2004年 3月 NHK、連続テレビ小説） 

上条麗子の事件推理 4 （2004年 4月 TBS、月曜ミステリー劇場）

やとわれ女将菊千代の事件簿（2004年 6月 TBS、月曜ミステリー劇場）

ジイジ～孫といた夏（2004年 8月 NHK）

異議あり ! 女弁護士大岡法江（2004年 テレビ朝日）

霊感バスガイド事件簿「第9話」（2004年 6月 テレビ朝日）

小京都飛騨高山殺人事件（2004年 8月 テレビ東京、水曜ミステリー9）

自治会長・糸井緋芽子社宅の事件簿 5 （2004年 9月 TBS、月曜ミステリー劇場）

京都金沢かぐや姫殺人事件（2004年 10月 日本テレビ、火曜サスペンス劇場）

ペットシッター沢口華子の事件簿 2 （2004年 11月 日本テレビ、火曜サスペンス劇場）

電車男 もう一つの最終回スペシャル（2005年 フジテレビ）

捜査検事右近誠の殺人調書 3 （2005年 3月 テレビ朝日、土曜ワイド劇場）

森村誠一サスペンス 5 音（2005年 5月 TBS、月曜ミステリー劇場）

指紋捜査官・塚原宇平（2005年 11月 テレビ東京、水曜ミステリー9） 

魔弾戦記リュウケンドー（2006年 1月 テレビ愛知）

時代屋の女房（2006年 2月 日本テレビ、ドラマ・コンプレックス）

温泉㊙大作戦 3 （2006年 4月 テレビ朝日、土曜ワイド劇場）

日向夢子調停委員事件簿 4 （2006年 6月 フジテレビ、金曜エンタテイメント）

7人の女弁護士 第 2話（2006年 4月 テレビ朝日）

黒い骨（2007年 2月 テレビ東京、水曜ミステリー9）

うつへの復讐 ～絶望からの復活～（2007年 6月 日本テレビ） 

その男、副署長 京都河原町署事件ファイル File．5 （2007年 5月 テレビ朝日）

孤独の歌声（2007年 11月 WOWOW）

湘南探偵物語（2008年 2月 テレビ朝日、土曜ワイド劇場）

和菓子連続殺人事件（2008年 2月 テレビ朝日、土曜ワイド劇場）

花嫁のさけび（2008年 4月 テレビ朝日、土曜ワイド劇場）

鉄道警察官・清村公三郎 5 人情列車殺人事件（2008年 4月 テレビ東京、水曜ミステリー9）

捜査検事・近松茂道 8 （2008年 6月 テレビ東京、水曜ミステリー9）

ラブレター（2008年 11月 TBS、花王 愛の劇場40周年記念番組）

信濃のコロンボ事件ファイル 17 （2008年 12月 テレビ東京、水曜ミステリー9）

戦力外通告（2009年 WOWOW）

水戸黄門 （2010年 4月 TBS）

世直し公務員 ザ・公証人９ （2010年 1月 TBS 月曜ゴールデン）

満福少女ドラゴネット (2010年７月 TVK・東京MX）

釣刑事 （2010年 9月 TBS 月曜ゴールデン）

山村美紗サスペンス　京都・竜の寺密室殺人 （2011年 2月 テレビ朝日 土曜ワイド劇場）

警視庁鑑識課 ～南原幹司の鑑定～ （2011年 3月 TBS 月曜ゴールデン）

世直し公務員 ザ・公証人9（2011年 6月 TBS 月曜ゴールデン）

警視庁鑑識課2 ～南原幹司の鑑定～ （2012年 11月 TBS 月曜ゴールデン）
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■映画

ボーイズ & ガールズ（1982年 7月 東映）
ヘッドフォン・ララバイ（1983年 7月 東映） 
バロー・ギャングBC （1985年 4月 東映） 
ほんの5g （1988年 11月 松竹）
殺人がいっぱい （1991年 アルゴプロジェクト）
獅子王たちの夏（1991年 東映）
プロゴルファー織部金次郎（1993年 東映）
天使のウィンク 日光猿軍団（1995年 3月 ヒーロー） 
友子の場合（1996年 東映）
ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ 光の星の戦士たち（1998年 松竹）
ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY （2000年 松竹）
岸和田少年愚連隊 カオルちゃん最強伝説（2001年 セディック）
BACK STAGE - バックステージ - （2001年 日活）
ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃（2001年  東宝）
新世紀ウルトラマン伝説（2002年 松竹）
塩カルビ（2002年 TVK）
ベースボールキッズ（2003年 千葉テレビ）
デビルマン（2004年 10月 9日公開 東映）
想色～オモイ・ノ・イロ～（2004年 ケイエスエス）
バッシュメント（2005年 VITA） - 監督作品
銀色の髪のアギト（2006年 松竹）
ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟（2006年 松竹）
20世紀少年 第 1章 終わりの始まり（2008年 東宝）
踊る大捜査線 THE MOVIE3 ヤツらを解放せよ！ （2010年 1月 東宝）
ウルトラマンサーガ（2012年 3月 松竹）

■舞台

Catch Me キャッチ ミー（1993年　新宿シアターアプル）
犬神家の一座（1993年　芸術座）
OVER THE FENCE （1994年　吉祥寺バウスシアター）
我が愛しのハーレーダビッドソン（1995年　新宿ルミネホールACT）
BONDS OF AFFECTION （1996年　天王洲スフィアメックス /博多 天神イズムホール）
なにわのシンデレラ（2000年　大阪 新歌舞伎座）
浪速のおよし捕物帳（2004年　新宿コマ劇場）
紅頭巾～弁天小僧（2009年　名古屋 御園座）

■ビデオ・DVD

パチンコ・グラフィティ（1991年）
極道ステーキ II （1992年）
新ファンキー・モンキー ティーチャー どつかれたるねん ! （1994年）
サーキットの狼 II モデナの剣 ACT.1 （1994年）
新・どくだみ荘（1995年）
サラ忍マン（1997年）
ウルトラマンティガ外伝 古代に蘇る巨人（2001年） 
ウルトラマンダイナ 帰ってきたハネジロー（2001年）シユキ 役
呪殺霊 黒猫の祟り（2000年）
実録日本ヤクザ抗争史 鯨道 9 瀬戸内血風録 竹形剛（2001年）
実録・九州やくざ抗争史 LB熊本刑務所 侠牙（2001年）
借王 ファイナル（2001年）
実録・九州やくざ抗争史 LB熊本刑務所 義絶盃（2002年）
実録ヤクザの戦場（いくさば） 侠（おとこ）の終章（2002年）
梁山泊 究極の攻略軍団（2002年）
実録・名古屋やくざ戦争 統一への道 完結編（2003年）
警視庁組対三課・暴力団対策課企画 暴力団対策ビデオ「送られてきた情報誌」
警察庁刑事局組織犯罪対策部・暴力団対策課企画 民事介入暴力団対策啓発ビデオ「シャットアウト・行政対象暴力」
国税庁官官房監察官室 予防講話職場研修用ビデオ
ライフプラン普及啓発映像「サンタが家にやってきた－はじめよう ! 家庭経済設計」
運転免許証更新時用 飲酒運転撲滅啓蒙交通映画　「ある日、突然の悲しみに」

■アテレコ

ポケットモンスター「クリスタルライコウ雷の伝説」 （2001年）
NHKアニメ劇場「アガサ・クリスティー名探ポアロとマーブル」 （2005年）
「森の戦士ボノロン」 （2008年）
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■著書

パパ、やっつけちゃうぞ！フッくんの子育て騒動記（1996年 主婦の友社）

涙のち笑顔 大病と闘った娘と家族の2000日（2007年 4月 講談社）

■ボランティア

未来に羽ばたく子供達と地球環境保護活動を応援した、プロデュースショップ 「To.EARTH」

「地球を愛する５５人～熱帯雨林のアラベスク」　ボランティア寄稿

自然環境保護団体・ピララーラ基金　チャリティーオークション・トークショー

日本こどもNPOセンター　男性育児参加キャンペーン　イメージキャラクター

マクドナルド「世界子供の日」　チャリティーキャンペーン　イメージキャラクター

株式会社アウアウ主催　マリンエコイベント

玉川高島屋S・C　エコトークショー

Keep our earth clean ！ゴミ拾い大作戦！ In 神戸

co2削減 呼びかけ運動 幸せの象徴オリーブの木 植樹

東日本大震災 復興支援活動／POWER NIPPON PROJECT、スマイルプロジェクト、
Smile for Japan「日本の歌、心の唄」プロジェクト、募金活動 in 神戸、石巻・南三陸町 慰問

■寄付

入院している子供と その家族を支援している

「財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン」さん

病気と闘う子供達の為のキャンプ場を創っている

「そらぷちキッズキャンプ」さん

サンゴ礁を次の世代へ増やし地球環境保護を行なっている

「海の種」さん

聞こえない子供達の為の日本で唯一のバイリンガル・バイカルチュラルろう学校

「学校法人 明晴学園」さん

耳の不自由な方の為に聴導犬の育成をしている

「日本聴導犬協会」さん

目の不自由の方の為に盲導犬の育成をしている

「日本盲導犬協会」さん

■歌

芸能生30周年記念ソロデビューソング （社）日本蕎麦協会 公式ソング「そば食いねぇ !」　

カップリング「願晴れ ! ～夢に向かって未来に羽ばたけ～」

■監督・プロデュース

初監督作品 映画「バッシュメント」 （2005年）

プロデュース ユニットWEST SIDE デビューシングル「WEST LOVE SHINE」

■CM

サーティーワン アイスクリーム

サンヨー食品 ファイバーヌードル

東海漬物 きゅうりのキューちゃん

中外製薬 新グロモント

トヨタ自動車 トヨタトラック

日産自動車エルグランド

君津住宅

新生ホームサービス
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