池田成志

いけだ なるし

1962 年 9 月 27 日生まれ
福岡県大野城市出身
早稲田大学卒
身長：173cm

B：92cm

W：85cm

H：92cm

足：26cm

1982 年｢第三舞台｣に参加し、俳優活動を始める。
つかこうへい、三谷幸喜、デヴィッド・ルヴォー、宮藤官九郎、いのうえひでのり、長塚圭史、前川知大ら、
様々な舞台作家・演出家の作品に出演し、信頼と評価を得ている。
近年の主な出演作に舞台 NODA・MAP「MIWA」「THE BEE」（作・演出/野田秀樹）、ミュージカル「モ
ンティ・パイソンのスパマロット」（潤色・演出/福田雄一）、「奇ッ怪 其ノ弐」（作・演出/前川知大）、ド
ラマ WOWOW「ヒトリシズカ」(平山秀幸監督)、「贖罪」(黒沢清監督)、日本テレビ「ミューズの鏡」（福
田雄一監督）など。
胡散くさい男、食えない男など、オフビートなキャラクターを得意としながら、予断を持たず様々な作家とジョ
イントしていく姿勢を貫いている。
2013年、イキウメ「獣の柱」および、NODA・MAP「MIWA」での演技が評価され、第48回紀伊國屋演劇賞個
人賞を受賞。

【舞台】
17 年
16 年
15 年

14 年

13 年
12 年

11 年

10 年
09 年

08 年

07 年

06 年

05 年

04 年

「髑髏城の七人 Season 鳥」劇団☆新感線 ･････････････････････････ （作：中島かずき 演出：いのうえひでのり）
「死の舞踏」シス・カンパニー････････････････････････････････････ (作：A.ストリンドベリ 演出：小川絵梨子)
「はたらくおとこ」阿佐ヶ谷スパイダース･･･････････････････････････ （作/ 演出：長塚圭史）
「浮足町アンダーグラウンド」･･････････････････････････････････････ （作：中島かずき 演出：内藤裕敬）
NODA・MAP 第 20 回公演「逆鱗」･････････････････････････････････ （作 / 演出：野田秀樹）
シアターコクーンオンレパートリー2015「大逆走」･･･････････････････ （作/演出：赤堀雅秋）
劇団☆新感線 35 周年オールスターチャンピオン祭り
「五右衛門 VS 轟天」（作：中島かずき 演出：いのうえひでのり）
「モンティ・パイソンの SPAMALOT」･･････････････････････････････ （脚色/演出：福田雄一）
M&Ｏplays プロデユース「水の戯れ」･･････････････････････････････ （作/演出：岩松了）
THE SHAMPOO HAT「風の吹く夢」･･･････････････････････････････ （作/演出：赤堀雅秋）
「窓に映るエレジー」･･････････････････････････････････････････････ （作/演出：ジョンソン&ジャクソン）
「万獣こわい」パルコ・プロデュース 3/15(土)〜6/1(日)まで･･････････ （作：宮藤官九郎 演出：河原雅彦）
NODA・MAP「MIWA」･･････････････････････････････････････････ （作/演出：野田秀樹）
「獣の柱 まとめ＊図書館的人生（下）」･･･････････････････････････････ （作/演出 前川知大）
「祈りと怪物～ウィルヴィルの三姉妹～」････････････････････････････ （作/演出：ｹﾗﾘｰﾉ･ｻﾝﾄﾞﾛｳﾞｨｯﾁ）
「満月の人よ」････････････････････････････････････････････････････ （作/演出：東憲司）
劇団 500 歳の会「いつか見た男達～ジェネシス～」･･････････････････ （脚本：千葉雅子 演出：福原充則）
NODA・MAP 番外公演｢THE BEE｣Japan Tour･････････････････････ （作/演出：野田秀樹）
｢モンティ・パイソンのスパマロット｣･･･････････････････････････････ （脚色/演出：福田雄一）
現代能楽集Ⅵ「奇ッ怪 其ノ弐」･･･････････････････････････････････ （作/演出 前川知大）
三田佳子 50 周年特別公演スペシャル・コンサート「私の中のピアフ」･･･ （構成/演出 松原史明）
真心一座身も心も ザ・ファイナル「流れ姉妹たつことかつこ」･･･････ （作：千葉雅子 演出：河原雅彦）
劇団☆新感線 30 周年興行「鋼鉄番長」･････････････････････････････ （作/演出：いのうえひでのり）
「博覧會~世界は二人のために~」パルコ・プロデュース ※演出も･････ （作：千葉雅子 演出：池田成志）
「印獣」パルコ・プロデュース･････････････････････････････････････ （作：宮藤官九郎 演出：河原雅彦）
「奇ッ怪 ～小泉八雲から聞いた話」･･･････････････････････････････ （構成/脚本/演出 前川知大）
「その男」･･････････････････････････････････････････････････････ （作：鈴木聡 演出：ラサール石井）
「鉄人 28 号」････････････････････････････････････････････････････ （脚本/演出：押井守 作：横山光輝)
「七人は僕の恋人」 ウーマンリブ vol.11････････････････････････････ （作/演出：宮藤宮九郎）
「不器用な人々」 リーディング････････････････････････････････････ （作/演出：チャン・ジン）
「49 日後」パルコ・プロデュース ※演出も･････････････････････････ （共同企画：古田新太）
「ドブの輝き」大人計画･･････････････････････････････････････････ （作/演出：宮藤官九郎）
劇団☆新感線 2007 年夏休みチャンピオン祭り
「犬顔家の一族の陰謀～金田真一耕介之介の事件です。ノート」････････ （演出：いのうえひでのり）
「テイク・フライト」･････････････････････････････････････････････ （脚本：ｼﾞｮﾝ･ﾜｲﾄﾞﾏﾝ 演出：宮本亜門）
「みんな昔はリーだった」････････････････････････････････････････ （作/演出：後藤ひろひと）
「GOLF THE MUSICAL」･･･････････････････････････････････････ （作：ﾏｲｹﾙ･ﾛﾊﾞｰﾂ 演出：福島三郎）
「志村魂」志村けん一座旗揚げ公演････････････････････････････････ （演出：ラサール石井）
「OUR HOUSE」 ･････････････････････････････････････････････ （演出：G2）
「SASORIIX 約束」※演出も･････････････････････････････････････ （作：千葉雅子）
「ダブリンの鐘つきカビ人間」再演 ･･･････････････････････････････ （作：後藤ひろひと 演出：G2）
「ミュージカル・シンデレラストーリー」 再演･･･････････････････････ （作：鴻上尚史 演出：山田和也）
「お父さんの恋」パルコ・サードステージ･･･････････････････････････ （作：中谷まゆみ 演出：板垣恭一）
「鈍獣」パルコ・プロデュース･････････････････････････････････････ （作：宮藤官九郎 演出：河原雅彦）
「はたらくおとこ」阿佐ヶ谷スパイダース･･････････････････････････ （作/演出：長塚圭史）
「レッツゴー忍法帖」劇団☆新感線････････････････････････････････ （作/演出：いのうえひでのり）
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「SHIROH」････････････････････････････････････････････････････ （作：中島かずき 演出：いのうえひでのり）
「ミュージカル・シンデレラストーリー」･･･････････････････････････ （作：鴻上尚史 演出：山田和也）
「花の紅天狗」 劇団☆新感線･･････････････････････････････････････ （作：中島かずき 演出：いのうえひでのり）
「ジキル＆ハイド」 ･･････････････････････････････････････････････ （演出：山田和也）
「天保十二年のシェイクスピア」劇団協議会主催･････････････････････ （作：井上ひさし 演出：いのうえひでのり）
「ダブリンの鐘つきカビ人間」･････････････････････････････････････ （演出：G2）
「劇評」加藤健一事務所･･･････････････････････････････････････････ （演出：久世龍之介
「今度は愛妻家」････････････････････････････････････････････････ （作：中谷まゆみ 演出：板垣恭一）
「愛の嵐」 RUP ※演出も････････････････････････････････････････ （作：河原雅彦）
「ラ・テラス」パルコ ････････････････････････････････････････････ （演出：山田和也）
「ファントム・ペイン」 第三舞台･･････････････････････････････････ （作/演出：鴻上尚史）
「直撃!ドラゴンロック 3・轟天対エイリアン」 劇団☆新感線 ･････････ （作/演出：いのうえひでのり）
「Vamp show」※演出････････････････････････････････････････････ （作：三谷幸喜）
「奇跡の人」ホリプロ ････････････････････････････････････････････ （演出：鈴木裕美）
「踊れ!いんど屋敷!!」 劇団☆新感線 ･･･････････････････････････････ （作：中島かずき 演出：いのうえひでのり）
「直撃！ドラゴンロック 2～轟天大逆転」劇団☆新感線･･･････････････ (（作/演出：いのうえひでのり）
「西遊記」劇団☆新感線･･････････････････････････････････････････ （作：中島かずき 演出：いのうえひでのり）
「僕の美しいひとだから」････････････････････････････････････････ （演出：木野花）
「テクノ・ベイビー」NYLON100℃･･･････････････････････････････ （作・演出：ｹﾗﾘｰﾉ・ｻﾝﾄﾞﾛｳﾞｨｯﾁ）
「象」･･･････････････････････････････････････････････････････････ （作：別役実 演出：竹内銃一郎）
「悪霊」･･････････････････････････････････････････････････････････ （作/演出：松尾スズキ）
「マクベス」 ････････････････････････････････････････････････････ （演出：デビッド・ルヴォー）
「エンジェルス・イン・アメリカ」･･･････････････････････････････････ （演出：ﾛﾊﾞｰﾄ･ｱﾗﾝ･ｱｯｶｰﾏﾝ）
「スナフキンの手紙」 第三舞台 ･･･････････････････････････････････ （作/演出：鴻上尚史）
「VAMP SHOW」････････････････････････････････････････････････ （作：三谷幸喜）
「熱海殺人事件」･････････････････････････････････････････････････ （作/演出：つかこうへい）
「○×式ゴドーを待ちながら」･････････････････････････････････････ （作：川崎徹 演出：木野花）
「監獄のお姫さま」･･････････････････････････････････････････････
「サヨナラ、えなりくん」※レギュラー ･･･････････････････････････
連続ドラマ W「ヒトヤノトゲ～獄の棘～」･････････････････････････
連続ドラマ W「楽園」 ･･････････････････････････････････････････
「chef〜三ツ星の給食〜」※レギュラー･･････････････････････････････
「沈まぬ太陽」第二部 ････････････････････････････････････････････
「オトナ女子」レギュラー･････････････････････････････････････････
「ビューティフル・スロー・ライフ」･･･････････････････････････････
「よろず屋ジョニー」･････････････････････････････････････････････
「お別れサポートアプリ『別れの達人』」･････････････････････････････
「リキッド」･････････････････････････････････････････････････････
連続ドラマ W「予告犯－THE PAIN－」･････････････････････････････
連続テレビ小説「マッサン」･･･････････････････････････････････････
連続ドラマ W「平成猿蟹合戦図」･･･････････････････････････････････
「聖女」第 4 話『裁かれる女』･･････････････････････････････････････
月曜ミステリーシアター
「隠蔽捜査」第３話・第４話･･･････････････････
「押忍!!ふんどし部! SEASON2 南海怒濤篇」････････････････････････
連続ドラマＷ「LINK」全 5 話･･････････････････････････････････････
大河ドラマ「八重の桜」･･････････････････････････････････････････
「Oh, My Dad」第５話････････････････････････････････････････････
ドラマ NEO「天魔さんがゆく」第 8 話･･････････････････････････････
「斉藤さん 2」････････････････････････････････････････････････････
「仮面ライダー ウィザード」･･････････････････････････････････････
「押忍!!ふんどし部！」第 7 話「危険な合宿」･･････････････････････････
「たべものがたり 彼女のこんだて帳『恋のあとの五目ちらし』････････
NHK ショートドラマ「高梨さん」第 8 話・10 話････････････････････
連続ドラマ W「女と男の熱帯」最終話･･････････････････････････････
「ラストホープ」第 3 話･･････････････････････････････････････････
連続ドラマ W「ヒトリシズカ」第 3・4・5 話･･････････････････････････
｢ゴーイングマイホーム｣第 1 話････････････････････････････････････
NHK 連続テレビ小説「梅ちゃん先生」第 11 週～14 週･･････････････
連続ドラマ W「推定有罪」第 3・4・5 話･････････････････････････････
「翼よ！あれが恋の灯だ」･･････････････････････････････････････････
「ミューズの鏡」レギュラー 全 24 話･･･････････････････････････････
連続ドラマＷ「贖罪」第 2 話『ＰＴＡ臨時総会』･････････････････････
「ブルドクター」
※レギュラー･･････････････････････････････････････
「勇者ヨシヒコと魔王の城」第 2 話･････････････････････････････････
「宇宙犬作戦」････････････････････････････････････････････････････
「マークスの山」･････････････････････････････････････････････････

（TBS）
（テレビ朝日）
（WOWOW）
（WOWOW）
（フジテレビ）
（WOWOW）
（フジテレビ）
（NHK）
（フジテレビ ONE TWO NEXT）
（E テレ）
（NHK-BS プレミアム）
（WOWOW）
（NHK）
（WOWOW）
（NHK）
（TBS）
（tvk 他）
（WOWOW）
（NHK）
（フジテレビ）
（TBS）
（日本テレビ）
（テレビ朝日）
（TOKYO MX 他）
（NHK BS）
（NHK）
（WOWOW）
（フジテレビ）
（WOWOW）
（関西テレビ）
（NHK）
（WOWOW）
（関西テレビ）
（日本テレビ）
（WOWOW）
（日本テレビ）
（テレビ東京）
（テレビ東京）
（WOWOW）

吉住モータース 111-0043 東京都台東区駒形 2-6-6 オンダビル 503 tel 03-5827-0632 fax 03-5827-0633

09 年

08 年

07 年

06 年
05 年
04 年
01 年
00 年
～99 年

「うぬぼれ刑事」最終話･･･････････････････････････････････････････
「日本人の知らない日本語」※レギュラー 全 12 話･･･････････････････
「ＭＭ9」第 1 話･････････････････････････････････････････････････
「新・警視庁捜査一課 9 係」第 2 話･･････････････････････････････････
横山秀夫サスペンス「18 番ホール」･････････････････････････････････
ミッドナイト☆ドラマ「借王」･････････････････････････････････････
「オルトロスの犬」第 2 話･････････････････････････････････････････
「ザ・クイズショウ」第 1 話････････････････････････････････････････
「福家警部補の挨拶 ～オッカムの剃刀～」･･････････････････････････
連続ドラマ W 「プリズナー」･･････････････････････････････････････
「33 分探偵」第 3 話･･････････････････････････････････････････････
「オトコマエ！」 土曜時代劇 ･･･････････････････････････････････
アニメ「天元突破グレンラガン」 ロージェノム役･･･････････････････
「スシ王子！」第 2 話･････････････････････････････････････････････
「仮面ライダー電王」･････････････････････････････････････････････
「吾輩は主婦である」･････････････････････････････････････････････
「ママ！アイラブユー」※レギュラー ･･････････････････････････････
「離婚弁護士」第 9 話 ･･･････････････････････････････････････････
金曜時代劇
「からくり事件帖」
※レギュラー･･････････････････････････
「Smap Short Films ー治療―）」
（山内健司監督）･････････････････････
「池袋ウエストゲートパーク」･････････････････････････････････････
「合い言葉は勇気」※レギュラー ･･･････････････････････････････････
「春よ来い」
※レギュラー･･････････････････････････････････････････
「竜馬にお任せ」･････････････････････････････････････････････････
「古畑任三郎」･･･････････････････････････････････････････････････
「水戸黄門」････････････････････････････････････････････････････
「いらっしゃい」
※レギュラー･･････････････････････････････････････
「二人」レギュラー･･･････････････････････････････････････････････
「コラ！なんばしよっと 3」※レギュラー････････････････････････････
「徳川慶喜」
※レギュラー･･････････････････････････････････････････

（TBS）
（YTV）
（毎日放送）
（テレビ朝日）
（WOWOW）
（WOWOW）
（TBS）
（NTV）
（NHK）
（WOWOW）
（CX）
（NHK）
（TX）
（テレビ朝日）
（テレビ朝日）
（TBS）
（TBS）
（CX）
（NHK）
（CX）
（TBS）
（CX）
（NHK）
（NTV）
（CX）
（TBS）
（NHK）
（ANB）
（NHK）
（NHK）

「幼な子われらに生まれ」･････････････････････････････････････････
「ちょっと今から仕事やめてくる」･････････････････････････････････
「HK／変態仮面 アブノーマル・クライシス」･･････････････････････
「薔薇色のブー子」････････････････････････････････････････････････
ナゾトキネマ「マダム・マーマレードの異常な謎〜解答編〜」･･････････
「俺はまだ本気出してないだけ」････････････････････････････････････
「中学生円山」･･･････････････････････････････････････････････････
「ＨＫ／変態仮面」･･･････････････････････････････････････････････
「鍵泥棒のメソッド」･･････････････････････････････････････････････
「人生、
いろどり」･････････････････････････････････････････････････
劇場版
「ミューズの鏡～マイプリティドール」････････････････････････
「ガール」････････････････････････････････････････････････････････
「センチメンタルヤスコ」･･････････････････････････････････････････
「うさぎドロップ」･･･････････････････････････････････････････････
「信さん・炭坑町のセレナーデ」････････････････････････････････････
「七瀬ふたたび THE MOVIE」････････････････････････････････････
「猿ロック THE MOVIE」･･･････････････････････････････････････
「ブタがいた教室」･･･････････････････････････････････････････････
「斬～KILL～『キリコ』」･････････････････････････････････････････
「日本沈没」････････････････････････････････････････････････････
「アザーライフ」･･････････････････････････････････････････････････
「ＴＨＥ有頂天ホテル」････････････････････････････････････････････
「渋谷階段 サっちゃんの都市伝説 第 13 話~扉~」･････････････････
「踊る大捜査線 the movie2」･･･････････････････････････････････････
「静かなるドン the Movie」･･････････････････････････････････････

（監督：三島有紀子）
（監督：成島出）
（監督：福田雄一）
（監督：福田雄一）
（監督：中村義洋/鶴田法男/上田大樹）
（監督：福田雄一）
（監督：宮藤官九郎）
（監督：福田雄一）
（監督：内田けんじ）
（監督：御法川修）
（監督：福田雄一）
（監督：深川栄洋）
（監督：堀江慶）
（監督：SABU）
（監督：平山秀幸）
（監督：小中和哉）
（監督：前田哲）
（監督：前田哲）
（監督：辻本貴則）
（監督：樋口真嗣）
（監督：赤地義洋）
（監督：三谷幸喜）
（監督：池田成志）
（監督：本広克行）
（監督：鹿島勤）

「Tokyo Copywriters Street」※13 年から継続･･････････････････････
「プロゴルファー花」(全 13 話)････････････････････････････････････
スクエアエニックス「FFCC クリスタルベアラー」･･･････････････････
「ロックドリルの世界 ～地底世界の超機械巨神～」･･････････････････
「天元突破グレンラガン 螺巌篇」
（原作・脚本 中島かずき）･･････････
「天元突破グレンラガン 紅蓮篇」
（原作・脚本 中島かずき）･･･････････
「Tokyo Copywriters Street」･････････････････････････････････････
「モノコト駄菓子屋」･････････････････････････････････････････････
「アフリカの蹄」･････････････････････････････････････････････････
「サントリー」････････････････････････････････････････････････････

（YTV）
（TV-CM）
（DVD）
（監督：今石洋之）
（監督：今石洋之）
（東京 FM）
（BS フジ）
（NHK）

【映画】
17 年
16 年
14 年
13 年

12 年

11 年
10 年

08 年
06 年

04 年
03 年
00 年
【ナレーション】
15 年
〜13 年
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【CM】
16 年
13 年

大塚製薬「UL・OS 薬用スキンホワイトニング」･･･････････････････････ （監督：高田雅博）
ハウス食品「うまかっちゃん」
（エリア限定）･･････････････････････････
「ライフカード カードの切り方が人生だ～派閥篇」･････････････････

17 年

「VS 嵐」 ･･･････････････････････････････････････････････････････
「ボクらの時代」･････････････････････････････････････････････････
「チマタの噺」･･･････････････････････････････････････････････････
「バルテュスと彼女たちの関係」････････････････････････････････････
ロンドンハーツネットムービー「LIQUID」
（脚本/監督：狩野英孝）････
「ボクらの時代」･････････････････････････････････････････････････
「コントの劇場」･････････････････････････････････････････････････
「コントの劇場」･････････････････････････････････････････････････
｢ザ・プライムショー｣･･･････････････････････････････････････････
「週刊ブックレビュー」･･･････････････････････････････････････････
「週刊ブックレビュー」･･･････････････････････････････････････････
「スジナシ」････････････････････････････････････････････････････

【TV】

15 年
14 年

13 年
12 年
10 年
07 年
06 年
【その他】
13 年
11 年
09 年
【Web Cinema】
06 年

（フジテレビ）
（フジテレビ）
（テレビ東京）
（NHK-BS プレミアム）
（テレビ朝日）
（フジテレビ）
（NHK-BS プレミアム）
（NHK-BS プレミアム）
（WOWOW）
（NHK-BS）
（NHK-BS）
（CBC）

「山内圭哉の暗黒大紀行その伍〜バンコクからチェンマイ編〜」ゲスト･･
rakugo オルタナティブ vol.1「落語の中の女」 草月ホール･･･････････
落語会
「落語初心者、
大歓迎！」
寄席 よみうりホール･････････････････
「探偵事務所 5」･････････････････････････････････････････････････ （監督：林海象）
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