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富川   ⼀一⼈人   とみかわ   かずひと  
 
1983年 11月 21日生まれ 
富山県出身 
 
身長：177cm  B：85cm  W：77cm  H：87cm  
劇団：はえぎわ所属 
 
2002年より舞台芸術学院にて演技の基本を学ぶ。その後、大人計画「イ
ケニエの人」、日本総合	 悲劇協会「ドライブ	 イン	 カリフォルニア」

の松尾スズキ作品や、「どん底」(演出:ケラリー	 ノ・サンドロヴィッ

チ)など話題の舞台に次々と出演。	 また、ノゾエ征爾率いる劇団はえぎ

わ「春々」「ガラパコスパコス」「○○トアル風景」の	 3	 作	 出演を経

て	 2011	 年より正式に、はえぎわ劇団員となる。近年ではハイバイ	 10	 

周年記念公演「て」（作・演出：岩井秀人）に客演し、暴君な父親の家

庭に育った次男役をナイーブに演じ、高く評価を得る。	 また、TV-CM

「GREE	 ガンダムマスターズ」ではアニメに詳しそうなサラリーマンを

飄々と演じるなど、映像分野でも独特の個性を発揮して活躍中。今後も

舞台・映像問わず、様々な役柄に貪欲に挑戦していく。 
 

【舞台】 
 18 年	 

	 

17 年	 

	 

16 年	 

	 

	 

	 

15 年	 

	 

	 

	 

14 年	 

	 

	 

	 

13 年	 

	 

12 年	 

	 

	 

11 年	 

10 年	 

	 

09 年	 

08 年	 

	 

06 年	 

	 

04 年	 

	 

	 

「メタルマクベス〈disc1〉」 劇団☆新感線 ････････････････････････ 
「病は気から」ゴールド・アーツ・クラブ ･････････････････････････ 
「ハッピーママ、現る。」 艶∞ポリス･････････････････････････････ 
「くるみ割れない人間」結城企画･･････････････････････････････････ 
「金色交響曲～わたしのゆめ、きみのゆめ～」	 

1万人のゴールド・シアター2016･･････････････････････ 
「Tsuru」ドリル饅頭･････････････････････････････････････････････ 
「其処馬鹿と泣く」はえぎわ･･････････････････････････････････････ 
「ゴードンとドーゾン」はえぎわ･･･････････････････････････････････ 
「ジャガーの眼2008」日本の30代･･･････････････････････････････････ 
「飛ぶひと」はえぎわ･････････････････････････････････････････････	  
「飛ぶひと」演劇引力廣島･････････････････････････････････････････ 
「霊感少女ヒドミ」ハイバイ･･･････････････････････････････････････ 
「十二夜」日本の30代･････････････････････････････････････････････ 
「ハエのように 笑い牛は笑う」はえぎわ････････････････････････････ 
「サニーサイドアップ」M&O Playsプロデュース･････････････････････ 
｢ゴミ、都市そして死｣SWANNY第5回公演･･････････････････････････ 
「て」ハイバイ10周年記念全国ツアー･･････････････････････････････	 
「ライフスタイル体操第一」はえぎわ第25回公演････････････････････	 
「I'm(w)here」はえぎわ第24回公演･･･････････････････････････････	 
「ガラパコス・パコス」演劇引力廣島第9回プロデュース公演･････････	 
「○○トアル風景」はえぎわ第23回公演･････････････････････････････ 
「ガラパコスパコス」はえぎわ第2回公演･･･････････････････････････ 
「春々~ハスムカイノシャレ~」はえぎわ第21回公演･･････････････････	 
「サードパーティー」演劇ユニット・リッチ････････････････････････	 

「どん底」･････････････････････････････････････････････････････	 

「ロクバンメの憂鬱」魯迅の温泉きのこ･･･････････････････････････	 

「ozone平野」駅前の温泉きのこ･･･････････････････････････････････	 
「父帰る・屋上の狂人」シス・カンパニープロデュース･･････････････	 

「ドライブ イン カリフォルニア」････････････････････････････････	 
「ロマンチック・トンネル」真夏の温泉きのこ･･････････････････････ 
「轟天vs港カヲル〜ドラゴンロック！女たちよ、俺を愛してきれいになあれ」 

ウーマンリブvol.8･････････ 
「イケニエの人」大人計画･････････････････････････････････････････ 

（作：宮藤官九郎	 演出：いのうえひでのり）	 

（作：モリエール	 潤色・演出：ノゾエ征爾）	 

（作/演出：岸本鮎佳）	 

（作/演出：モラル）	 

	 

（企画/原案：蜷川幸雄	 作/演出：ノゾエ征爾）	 

（作/演出：中西広和）	 

（作/演出：ノゾエ征爾）	 

（作/演出：ノゾエ征爾）	 

（作：唐十郎	 演出：木野花）	 

（作/演出：ノゾエ征爾）	 

（作/演出：ノゾエ征爾）	 

（作/演出：岩井秀人）	 

（作：W シェイクスピア	 演出：鵜山仁）	 

（作/演出：ノゾエ征爾）	 

（作/演出：ノゾエ征爾）	 

（演出：千木良悠子）	 

（作/演出：岩井秀人）	 

（作/演出：ノゾエ征爾）	 

（作/演出：ノゾエ征爾）	 

（作/演出：ノゾエ征爾）	 

（作/演出：ノゾエ征爾）	 

（作/演出：ノゾエ征爾）	 

（作/演出：ノゾエ征爾）	 

（作/演出：菅井菅）	 

（演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ）	 

（作/演出：大堀光威）	 

（作/演出：大堀光威）	 

（演出：河原雅彦）	 

（作/演出：松尾スズキ）	 

（作/演出：大堀光威）	 

	 

（作/演出：宮藤官九郎）	 

（作/演出：松尾スズキ）	 

【TV】 
 16 年	 

	 

15 年	 

	 

	 

12 年	 

09 年	 

08 年	 

	 

「かもしれない女優たち2016」････････････････････････････････････ 
連続テレビ小説「とと姉ちゃん」･･･････････････････････････････････ 
「かもしれない女優たち」････････････････････････････････････････ 
「Dr.倫太郎」第1話･･････････････････････････････････････････････	 

NHKスペシャル「未解決事件」････････････････････････････････････ 
大河ドラマ「平清盛」･･･････････････････････････････････････････	 

「就活のムスメ」････････････････････････････････････････････････	 

「貧乏男子」※レギュラー出演････････････････････････････････････	 

「青春カムバック!?メタボリック☆バンド!」････････････････････････	 

（フジテレビ）	 

（NHK）	 
（フジテレビ）	 

（日本テレビ）	 

（NHK）	 
（NHK）	 
（ＡＮＢ）	 

（日本テレビ）	 

（テレビ東京）	 
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07 年	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

06 年	 

	 

05 年	 

「小児救命」第5話･･･････････････････････････････････････････････ 
土曜ワイド劇場「炎の警備隊長 五十嵐杜夫5」･･･････････････････････ 
水曜ミステリー9 「信濃コロンボ 事件ファイル14 死あわせなカップル」 
木曜時代劇「柳生十兵衛七番勝負-最後の闘い‐」･････････････････････ 
「特急田中3号」第1話･････････････････････････････････････････････ 
「新マチベン」第5話・6話･････････････････････････････････････････ 
世にも奇妙な物語 '07秋の特別編「自販機男」･････････････････････ 
「相棒Season6」第6話････････････････････････････････････････････ 
「携帯刑事 銭形海 セカンドシリーズ」第6話･･････････････････････	 
「ガチバカ！」第8話････････････････････････････････････････････	 
「レガッタ	 君といた永遠」※レギュラー出演･･･････････････････････	 

「ごくせん	 第2シリーズ」※レギュラー出演･･･････････････････････	 
「踊る！親分探偵」･･････････････････････････････････････････････	 

「ウオーターボーイズ2005	 夏」･････････････････････････････････	 
「嬢王」第2話・12話･･･････････････････････････････････････････	 
「野ブタ。をプロデュース」第3話･････････････････････････････････	 

（ＡＮＢ）	 

（ＡＮＢ）	 

（テレビ東京）	 

（NHK）	 
（TBS）	 
（NHK）	 
（フジテレビ）	 

（ＡＮＢ）	 

（ＢＳ-i）	 

（TBS）	 
（ＡＮＢ）	 

（日本テレビ）	 

（フジテレビ）	 

（フジテレビ）	 

（テレビ東京）	 

（日本テレビ）	 

【映画】  
 15年 

13年 
12年 
11年 
 
09年 
 
08年 
07年 

｢龍三と七人の子分たち」･････････････････････････････････････････	 

｢江の島プリズム｣･･･････････････････････････････････････････････	 

｢１＋１＝１１｣･･････････････････････････････････････････････････	 

｢うさぎドロップ｣････････････････････････････････････････････････	 

｢ケージ｣････････････････････････････････････････････････････････	 

｢カイジ｣････････････････････････････････････････････････････････	 

｢わたし出すわ｣･･････････････････････････････････････････････････	 

｢奈緒子｣････････････････････････････････････････････････････････	 

｢椿三十郎｣･･････････････････････････････････････････････････････	 

｢グミ・チョコレート・パイン｣････････････････････････････････････	 

（監督：北野武） 
（監督：吉田康弘） 
（監督：矢崎仁司） 
（監督：ＳＡＢＵ） 
（監督：石井慎吾） 
（監督：佐藤東弥） 
（監督：森田芳光） 
（監督：古厩智之） 
（監督：森田芳光） 
（監督：ケラリーノ・サンドロヴィッチ） 

【CM】 
 14年 

13年 
〜12年 
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