つばき

ふなこ

椿 鮒子
生年月日 ：

1964 年 8 月 15 日

出 身 地 ：

神奈川県 横浜市

サ イ ズ

： T 155.5 cm W 70 kg

趣

味

： 自転車での公園 ･ 銭湯巡り

特

技

： 洋裁衣装 ･ ペットの服作り

資格･免許 ：

B 104 cm W 99 cm H 112 cm S 23 cm
食べ歩き (走り？)
イラスト描き

レタリング ･ POP 書き

文部科学省認定 パターンメーキング技術検定 ３級
ヤマハエレクトーン検定 グレード７級

主な経歴

キューピー人形集め

普通自動車運転免許

： 1998 年 WAHAHA 本舗ワークショップ参加。以降 WAHAHA 本舗の舞台に立つ。
1999 年 WAHAHA 本舗所属。
2008 年 WAHAHA 本舗退団。

株式会社 グッドラックカンパニー
〒107-0052 東京都 港区 赤坂 8-12-13 アゼリア赤坂 104

TEL：03-6438-9738

FAX：03-6800-3222

E－mail goodluck-company@eagle.ocn.ne.jp
H

P

http://goodluck－company.com

＜椿 鮒子＞

芸 歴
［映画］
2004 クロックワークス 「クリスマス・クリスマス」 監督：山口博樹
2004 WAHAHA 本舗 「冬の幽霊たち～ウィンターゴースト」 監督：稲葉耕作
2005 バサラ・ピクチャーズ 「狼少女」 監督：深川栄洋
2005 メディア・スーツ他 「魁！！ クロマティ高校」 監督：山口雄大
2006 ネイキッド 「ANTI SEX」 監督：村松 亮太郎
2008 デジタルハリウッド・エンタテインメント他 「僕らの方程式」 監督：内田英治
2009 エイベックス・エンタテインメント他 「守護天使」 監督：佐藤祐市
2009 TMC 他 「ほっぷすてっぷじゃんぷッ！」 監督：中野貴雄
2010 ドグマ #５ 「ぱんいち夫婦」 監督：寺内康太郎
2012 映画 「人喰いメイドと殺人ナース」 監督：田代尚也
2012 米映画 「トレジャーハンタークミコ」 監督：デイビット・ゼルナー (日本公開未定)
2013 ゴーイング 「暴走」 監督：東條政利
2015 スイス映画 「BIG&LITTLE」 監督：シュテファン・イェーガー
[DVD]
2005 フォワード 「スクリーミング・マッド・ジョージの BOY IN THE BOX」 日本語吹き替え
2006 TMC 「六人の用心棒」 監督：久保裕章
［ＴＶ］
ＮＨＫ

【ドラマ】
月曜ドラマシリーズ 「ねばる女」
連続テレビ小説 「ゲゲゲの女房」

日本テレビ 【ドラマ】
「ナイトホスピタル」
【バラエティ】
「雷波少年 〈鮒子の VIVA☆特売！〉 」 （レギュラー）
「雷波少年 〈鮒子の VIVA☆タダ食い！〉 」 （レギュラー）
「踊る！さんま御殿」
「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!!」
「ぐるナイ」
「所さんの日本ジツワ銀行」
「解決！ナイナイアンサー ２時間 SP」
TBS

【ドラマ】
「一攫千金夢家族」 （レギュラー）
水曜プレミアム 「大岡多聞の事件日誌」
月曜ミステリー劇場 「女金融道 ２」
月曜ゴールデン 内田康夫サスペンス 「信濃のコロンボ～死者の木霊～」

＜椿 鮒子＞
【バラエティ】
「ジャングル TV タモリの法則」 （レギュラー）
「ウンナンの気分は上々。」
「うたばん」
「ズバリ言うわよ！」
「ワンダフル」
金曜テレビの星 「日本仰天！三面記事」
「必須アイテムさん」
「クイズ☆スター名鑑 ２時間スペシャル」
フジテレビ

【ドラマ】
「人にやさしく」 （レギュラー）
「マルサ！！」
金曜エンタテインメント 「芸能リポーター服部ヨネ子の突撃取材」
金曜エンタテインメント 「お局探偵亜木子＆みどりの旅情事件帳５」
金曜エンタテインメント 「買物代行人桃子の冒険」
金曜プレミアム 「under wear アンダーウェア」
【バラエティ 】
「笑っていいとも」
「さんまのまんま」
「北野タレント名鑑」
「とんねるずのみなさんのおかげでした」
「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦」
「噂のどーなってるの?!」
「こたえてちょーだい」
「あるある大辞典」
「ディノス・通販 DJ」 （レギュラー）
「痛快 TV スカッとジャパン」

テレビ朝日

【ドラマ】
金曜ナイトドラマ 「特命係長・只野仁」
金曜ナイトドラマ 「時効警察」
「ミヤコ蝶々ものがたり」
「爆竜戦隊アバレンジャー」
【バラエティ】
「ぷっすま」
「たけしの TV タックル」
「ガチンコ視聴率バトル」
「バスコーンつってんだろ」

テレビ東京

【ドラマ】
「美少女戦麗舞パンシャーヌ」
「一杯行きますか」
男と女のミステリー 「特捜刑事遠山怜子」
「モリのアサガオ 新人刑務官と或る死刑囚『絆』の物語」 (レギュラー)

＜椿 鮒子＞
「ウレロ☆未体験少女」
開局 50 周年特別企画 金曜８時のドラマ 「三匹のおっさん～正義の味方、見参！！」
【バラエティ】
「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」 （レギュラー）
「たけしの誰でもピカソ」
「FILM FACTORY」
「太陽クラブ」
テレ玉・チバテレ・tvk 【ドラマ】
「リアル鬼ごっこ THE ORIGIN」
東京 MX テレビ

【バラエティ】
「Indies A ・ GO ・ GO」

BS フジ

【ドラマ】
「ブサイクの神様」
【バラエティ】
「辛口コロシアム」
「東京金歯」

CS 放送 フジテレビワンツーネクスト 【ドラマ】
「恋なんて贅沢が私に落ちてくるのだろうか？」
BS 朝日

【ドラマ】
「ラストメール」
【バラエティ】
「知っトク！CAR ライフ」

CS テレビ朝日チャンネル 【バラエティ】
「ワハハ本舗の地球で一番おもしろい TV」
東京ケーブルネットワーク他

【バラエティ】

「女でありんす。」 （レギュラー）
MBS

【バラエティ】
「シェア５ ～失敗したくないアナタへ～」

【NET ドラマ】
2015

NETFLIX ・ CX オリジナルドラマ 「under wear アンダーウェア」

2015

hulu オリジナル 「フジコ」

［ＣＭ］
東レ 「浄水器」 「ミロックス株式会社」 「エコハンズグループ」
キリン 「生絞り （声主演）」 「アイ・ラブ・ドラマ TV Spot」
タカラ 「夢見工房（広告）」
2010

ラウンドワン 「ラウンドワンの団体割！」篇

2010

モバゲーTOWN 「怪盗ロワイヤル ・ 会議室」篇

2010

NHK 「デジタルキャンペーン EPG ・ 帰るわ」篇

2011

みずほ銀行 「グリーンジャンボ宝くじ」

2011

i－フィルター 「映画館の入り口」篇

2012

富士急ハイランド 絶望要塞 「脱出マニア」

＜椿 鮒子＞
2013

ガンホ―・オンライン・エンターテイメント

パズドラ 「おはやし隊とパズドラ」篇

2014

三井不動産㈱ 企業広告 「姉の変化(畑)」篇

2014

靴のチヨダ

2015

カゴメ 「スルフォラファン」

2015

BS フジ 10 月改編キャンペーン 「あなたがあなたに戻るとき BS フジの 22 時」

2015

ａｕ サポート 「奇跡はなかなか起こりません」篇

2015

西友 「上げない」篇

［ＰＶ］
小倉優子 「オンナのコ ♡ オトコのコ」
坂詰美紗子 「恋の誕生日」
アブラーズ 「アブラＴＶ」
［舞台］
WAHAHA 本舗
1999 年～2008 年全体公演全国ツアー
（「大ザンス」「大福祭」「踊るショービジネス」「踊るショービジネス２」「ダンス王」「満月ダンス御殿の花嫁」）
「ベルサイユの極道」 「エドウッドな人々」 「ダイコンの花道」
「だいこんの花道」 「ゴーストライフ」 「大芝居」 「大芝居２」
「ラマンチャのおばさん」「ブルジョア爺の秘かな楽しみ」「痴呆の花園」
「開いた口が塞がらない男と耳を疑う女たち～劇的なるものの周辺で～」
「久本雅美の大天才サーカス」「ワハハ本舗大音楽祭」「喰始の大生前葬」
「喰始のショービジネスの作り方」「セクシー寄席のお熱いショーパブ vol.1～vol.9」 他
その他の芝居
おにぎりスキッパーズ２公演 「つぼみの日記」
宗谷 ROCKETS 公演 「喀血!!銀玉高校応援団」 （東京・名古屋・大阪公演）
デジタルハリウッドプロデュース公演 「アダルトな女たち」
ペテカン公演 「いけないもうこんな時間だ行かなくちゃ」
ペテカン公演 「彼のことを知る旅に出る」
おにぎりスキッパーズ２ 公演 「みまもり刑事Ｚ フラッシュ！」
ASSH 第 11 回 本公演 「白キ肌ノケモノ」
［雑誌等］
「キューティ」 「ポパイ」 「女性セブン」 「BUBKA」 「FLASH」
「FLASH エキサイティング」 「カンフェティ」 （ウェブ・コラム）
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