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大久保 了
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暗黒舞踏 柔道 ( 二段 )
普通自動車運転免許
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W 93 kg

B 104 cm W 94 cm H 106 cm S 28 cm
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＜大久保 了＞

芸 歴
＜映画＞
1986 ニューセレクト 「まんだら屋の良太」 監督：石山昭信
1989 松竹 「バカヤロー！２ 『幸せになりたい。』」 制作総指揮：森田芳光 監督：岩松了
1989 松竹富士 「丹波哲郎の大霊界２ 死んだらおどろいた！！」 監督：服部光則
1989 松竹 「北京的西瓜」 監督：大林宣彦
1990 シネマハウト 「オクトパスアーミー シブヤで会いたい」 監督：及川 中
1991 松竹富士 「無能の人」 監督：竹中直人
1991 大映 「あさって DANCE」 監督：磯村一路
1991 東映アストロフィルム 「リトル・シンドバッド 小さな冒険者たち」 監督：花田 深
1991 製作委員会 「チー公物語 ネズミ小僧のつくりかた 世紀末版」 監督：中田新一
1991 東北新社 「大人になりたい」 監督：中田信一郎
1992 東映 「はるか、ノスタルジィ」 監督：大林宣彦
1992 東映 「青春デンデケデケデケ」 監督：大林宣彦
199 2 ジャパンホームビデオ 「死霊の罠２ ヒデキ」 監督：橋本以蔵
1993 シネセゾン 「ゲンセンカン主人」 監督：石井輝男
1993 松竹 「僕らはみんな生きている」 監督：滝田洋二郎
1994 松竹 「１１９」 監督：竹中直人
1995 ビターズ・エンド 「トラブルシューター」 監督：原田眞人
1995 東映 「プロゴルファー織部金次郎 ３ ～飛べバーディー～」 監督：武田鉄矢
1995 BOX OFFICE 「お天気お姉さん」 監督：細山智明
1995 BOX OFFICE 「お天気お姉さん R」 監督：細山智明
1996 BOX OFFICE 「真空回路」 監督：川口良太
1996 オルガンヴィトー＋ゼアリズ 「ORGAN/オルガン」 監督：不二稿 京
1996 松竹 「SADA」 監督：大林宣彦
1998 ザナドゥー 「風の歌が聴きたい」 監督：大林宣彦
1998 「飼育 2」 主演 監督：内藤忠司
2000 PSC 「淀川長治物語神戸篇 サイナラ」 監督：大林宣彦
2001 東京・ざんす 「東京エスカレーター」 監督：野沢直子
2001 ギャガ・コミュニケーションズ 「Soundtrack」 監督：二階 健
2002 オルガンヴィトー 「イド id」 監督：不二稿 京
2005 ムービングピクチャーズジャパン 「緋音町怪絵巻」 監督：倉田健次
2005 「そのとき私は死ぬことにした」 監督：堀江 慶
2006 映像・舞台企画集団ハルベリー 「恋するイノセントマン」 監督：いずみよしはる
2007 ムービングピクチャーズジャパン 「虹色」 監督：倉田ケンジ
2007 水俣市＋ムービーオンライン 「恋路物語 eachlittlething」 監督：菅野宏彰
2012 商業界ゼミナール 「店は客のためにある－倉本長治の回想」 監督：倉本和人
2012 吉本興業・テレビ朝日 「あぁ．．．閣議」 監督：郷力大也
2013 アドウェイズ・ピクチャーズ 「ある戦士達の放課後」 監督：藤井道人
2013 映画美学校 「坂本君は見た目だけが真面目」 監督：大工原正樹
2013 アドウェイズ・ピクチャーズ 「７Ｓ」 監督：藤井道人
2013 スタジオゼロプラス 「新宿シアターPOO」 監督：小村幸司
2014 東宝 「進撃の巨人」

監督：樋口真嗣

2017 日本出版販売 「ゴーストロード」

監督： 西川顕 他

＜テレビドラマ＞
1984 NHK 銀河テレビ小説 「迷惑かけてありがとう」 レギュラー
1984 TBS 「ビートたけしの学問のススメ」
1984 NHK 大河ドラマ 「山河燃ゆ」
1989 TBS 「キツイ奴ら」
1989 TBS ドラマ 23 「コピー教室より愛をこめて」

他多数

＜大久保 了＞
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CX 木曜劇場 「この胸のときめきを」
CX 「教師びんびん物語」
TBS 月曜ドラマスペシャル 「私のカレは 3 代目」
CTV 「狂い咲きピエロ」
NTV 「明日はアタシの風が吹く」
KTV 不思議サスペンス 「結婚式の客」
NTV 水曜グランドロマン 「シルバーシートの桃太老」
NTV ドラマダス 「ここから先は戦場です」
EX 土曜ワイド劇場 「尼さん探偵名推理 ２」
TBS ドラマチック 22 「ミニパトより愛をこめて」
TBS ドラマチック 22 「ミニパトより愛をこめて ２」
CX 「あいつがトラブル」
CX 「世にも奇妙な物語」
CX 「美少女仮面ポワトリン」
NHK 「歴史みつけた」～元との戦い
CX 月曜ドラマハウス 「ホームアローン」
NTV 「結婚しない女達のために」
CX 「不思議少女 ナイルなトトメス」
TBS ドラマチック 22 「ミニパトより愛をこめて 3」
CX 「世にも奇妙な物語」
CX 「岡っ引どぶ」
TBS 「鎌倉恋愛委員会」
NHK 「歴史みつけた」～足尾銅山
NHK 「さくら家の人々」
TBS 「みんな夢の中」
CX 「風車の浜吉捕物綴」
CX 「大人は判ってくれない」
YTV 「悪女(わる)」
EX ネオドラマ 「蜜柑と月」
TX 「札束は死と消えて～いちばんやさしかったあなたに」
NHK 「四千万歩の日本地図」
NHK 連続テレビ小説 「ええにょぼ」 レギュラー
TBS 「かあさんはドン 2」
CX 木曜劇場 「並木家の人々」
EX ネオドラマ 「スタイル」
EX ネオドラマ 「水と女優とスケッチブックと」
TX ドラマスペシャル 「積木くずし～崩壊」
CX ぼくたちのドラマシリーズ 「幕末高校生」
TBS 東芝日曜劇場 「ボクの就職」
NTV 「ザ・ワイドショー」
NTV 「西遊記」
NHK 金曜時代劇 「十時半睡事件帖」
CX 愛と疑惑のサスペンス 「黒い月」
NHK BS ハイビジョンドラマ「水辺の我が家」 レギュラー
TBS 月曜ドラマスペシャル 「負けてたまるか！百円おばさん」
TBS 花王愛の劇場 「なかよし」
TBS 春のドラマスペシャル 「私はニュースキャスター」
TBS 「協奏曲」
NHK 「イナゴ課長の栄転日記」
CX 金曜エンタテイメント 「妻にいえない夫の秘密 PARTⅡ」
NHK 大河ドラマ 「毛利元就」
TBS 「智子と知子」
EX 「三毛猫ホームズの黄昏ホテル」 監督：大林宣彦

＜大久保 了＞
1998
1998
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1999
2000
2000
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2008
2012
2012
2015
2016

NHK 水曜シリーズドラマ 「島に来んさい」
TBS ドラマ特別企画 「織田信長」
TBS 「ケイゾク」
TBS 花王愛の劇場 「晴れ時々曇り」 レギュラー
NTV 「怖い日曜日」
CX ドラマスペシャル 「父さん」
CX 「演技者」
TX 「Go！Go！Heaven」
TBS 「カクレカラクリ」
KTV 「未来世紀シェイクスピア」
BS フジ 連続映画 「港 古志郎警視」
NHK BS 時代劇 「薄桜記」
EX AKB ホラーナイト 「アドレナリンの夜」
TX ドラマ 24 「ナイトヒーロー NAOTO」

他多数

＜ビデオ映画＞
1990 東映ビデオ 「凶悪の紋章」 監督：成田裕介
1991 Softgarage 「ZAP！PARTⅡ 俺たちは天使かも！？」 監督：松田 昇
1992 「コロシに熱い接吻を」 監督：小山幹夫
1992 東北新社 「平成の歩き方」 監督：細山智明
1992 ポニーキャニオン 中嶋美智代大全集３ 「納屋～NAYA～」 監督：大江利哉
1992 ケイエスエス 「普通の人々」 監督：竹中直人
1993 大映 「帰って来たナガシマ！！」 監督：鈴木一彰
1998 ケイエスエス 「新・静かなるドン」 監督：鈴木 元
2011 レオーネ 「銀玉遊戯パチンコクイーン ・ 七瀬 パート３ 編集長争奪パチンコバトル！」
監督：石川二郎
2011 レオーネ 「家族遊戯」 監督：川野浩司
2014 テンダープロ 「夜光華～銀座処女ホステス～」 監督：越坂康史
他多数
＜テレビバラエティ＞
1984 EX 「たみちゃん」 レギュラー
1985 TBS 「LIVE オモシロ寄席」
1985 TBS 「流行事情」
1986 CX 「笑っていいとも」 水曜日レギュラー （野沢直子・三木のりかず）
1987 NTV 「鶴ちゃんのプッツン５」
1988 TBS 「ピックアップシアター」 構成：三谷幸喜
1988 TBS 「新春・タモリの忘れていませんか～年表の裏に埋もれてたユニークな庶民の戦後史」
＜ラジオドラマ＞
1985 TBS ラジオ図書館 「監督と野郎ども」 (ベンガル・三谷幸喜)
＜携帯ドラマ＞
2013 NOTTV 「熱血硬派くにおくん」
＜P V＞
1988 柳ジョージ 「ギャンブリン」
1995 松任谷由実 「輪舞曲」 監督：松任谷正隆
2009 ディスパーズレイ
2014 Mr,Children 「足音 ～Be Strong」

＜大久保 了＞
＜舞台＞
1982 東京乾電池 入団 ～1993 まで在籍
「ドランカー」「店長さんのアックスボンバー」「すすめられた座布団」 「リルの着く駅」
「夏の生活派」「旅荘寿屋の変」「お茶と説教」「町内劇シリーズ」「お父さんシリーズ」 他多数
1991 打打芝居旗揚げ公演 「手紙」 作・演出 宇梶剛士
1992 打打芝居第二回公演 「海の種」 作・演出 宇梶剛士
1993 劇団 300 公演 「クレヨンの島」 作・演出 渡辺えり子
1994 加藤健一事務所 「It`s SHOW TIME！」 訳：小田島雄志 演出：綾田俊樹
1995 加藤健一事務所 「松ヶ浦ゴドー戒」 作：つかこうへい 演出：松本きょうじ
1995 しあわせの会 作：手塚とおる 演出：松本きょうじ
1996 椿組 「小さな水の中の果実」 作・演出：鄭 義信
2001 流山児★事務所 「テラヤマプロジェクト Vol.1
流山児★野外オペラ 「書を捨てよ、町へ出よう～花札伝綺～」
2005 加藤健一事務所 「ヒーロー」 訳：小田島恒志 演出：加藤健一
2010 レクラム舎 「ダルクの森」 作・演出：喜一朗
2011 レクラム舎 35 周年公演 「内はホラホラ、外はズブズブ」 作：佃 典彦 演出：喜一朗
2012 劇団 Nooooon ! ! present’s 「THE LIGHT STAFF」 作：坂口理子 演出：一井久司
2014 月食歌劇団 「疫病流行記」 作：寺山修司 構成・演出：高取 英
2014 月食歌劇団 「白夜月食の少女航海記」 作・演出：高取 英
2014 月食歌劇団 実験室公演 「英雄伝説 馬賊・矢吹丈」 作・演出：高取 英
2016 ラジオドラマ風朗読劇ミュージカル 「スガナレル」 脚本・演出:是枝正彦
2016 加藤健一事務所 vol.98 「誰も喋ってはならぬ！」 作：フロリアン・ゼレール 演出：堤泰之
2017 月蝕歌劇団 「パノラマ島綺譚」・「寺山修司－過激なる疾走－」 作・演出：高取 英
2017 月蝕歌劇団 「メトロポリス 天正少年使節 − 天草四郎の乱 − ローマと出雲阿国 − 」
「魔王 マクベス − レーニン VS 信長 − 」 作・演出：高取 英
1996～オルガンヴィトー公演に多数参加 作・演出：不二稿 京
「少女地獄」「うわさの床屋」「ハムレット異聞」「とまほーく号の冒険」「まぼろし探偵シリーズ」
「バロウ」「バロウ２」「幻探偵Ⅱ～夢をみる幽霊篇～」「幻探偵Ⅳ～縄文怨霊船～」
2007
2008
2009
2010

自身主宰 「劇団リサイクル」 結成 第一回公演「内臓王国」 作：進藤則夫 演出：大久保 了
第二回公演 「ROCK 版 母屁－かあべえー」 作：内藤忠司 演出：大久保 了
第三回公演 「母屁 ２～竹久夢二異聞」 作：秋山豊 演出：大久保 了
第四回公演 「母屁 ３～ネズミ王国」 作：進藤則夫 演出・主演：大久保 了

2014～ コンテンポラリーダンス

パリ公演出演

＜C M＞
1984 森永チョコレート 演出：川崎 徹
1991 Kowa 「キャベ２」 演出：岩松了
1993 KDD I
1993 さくらや 演出：市川 準
2012 キリン FIRE 「新 FIRE 息子へ」篇
2015 a u 「女刑事ひかり」

他
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