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生年月日 1984 年 12 月 22 日 年齢 34 歳 

サイズ T170cm B97cm W82cm H104cm S27cm 

出身地 千葉県船橋市 

特技 殺陣、アクション、料理、パワーストーン 

趣味 野球、バイク、散歩 

 

 

 

 
 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-5-16 渋谷三丁目スクエアビル 2F 

TEL：03-6868-4762／FAX：03-6868-3966  

担当：木村（090-3683-8015／junko@starbeat.jp） 
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Higuchi Yuki 

樋口 夢祈（ヒグチ ユキ） 
【生年月日】 1984 年 12 月 22 日  【血液型】 A 型   【出身地】 千葉県船橋市 

【サイズ】 T170cm  B97cm W82cm H104cm S27cm 

【特技】 殺陣、アクション、料理、パワーストーン  

【趣味】 野球、バイク、散歩    【利き手】 左利き（右手でも殺陣出来ます） 

 

▼TV 
【2015】  千葉テレビ連続ドラマ「魔法少女てんてる☆マロン」 パパ役（レギュラー） 

エリアワンセグ TV 連続ドラマ 「アキバ的に…」 祐樹役（レギュラー） 

【2013】 【MBS】【BS-TBS】連続ドラマ「戦国 BASARA」 明智光秀役 

 

▼映画 
【2016】 「月下燦然ノ星」西条一弥役（主演） 下北沢トリウッド  

【2013】 「ノー・ヴォイス」沢田良太役（準主演）（監督：古新舜） 

【2013】 「ガチバン スプレマシー」「ガチバン スプレマシー２」中込稔役  

【2013】  沖縄国際映画祭「７days Report」 

  

▼舞台 
【2018】 「ROSE GUNS DAYS〜Last Season〜」アルフレッド赤城役 シアターサンモール 

電動夏子安置システム「殉情わりだす演算子」赤坂 REDシアター イズイタコウイチ役 
ナイスコンプレックス N39「YaHhoo!!!」BIGTREE THEATER 風露草太役 
「風雪の城〜LEAR〜」渋谷伝承ホール 黒岩国貞(エドガー)役 
GEKIIKE 本公演第 9 回「漆黒ノ戰花」新宿村 LIVE 灰崎蓮役 

 
【2017】 Asterism vol,05「NoLimit-Replays-」BIGTREE THEATER 結城役 

Asterism vol,04 「THE LAST SONG」シアターグリーン BOX IN BOX 藍原友一役 
「止まれない 12 人」シアターサンモール キャプテン役（作：後藤ひろひと 演出：キムラ真） 

 
【2016】 GEKIIKE 本公演第 8 回「あまつきつねの鬼灯」Boｘ in Box 鴉目禰役 

進戯団夢命クラシックス「ローズガンズデイズ」 六本木俳優座劇場 アルフレッド赤城役 
Asterism vol,03 「NoLimit」TACCS1179 結城役 
Asterism vol,02 「Judgment Day」シアター風姿花伝 藍原友一役 

 
【2015】 sajik@gen プロデュース公演 vol.２『雪割れの山茶花』 

GEKIIKE 本公演第 7 回『月下燦然ノ星-帝都綺譚-』Boｘ in Box 西条一弥役 
『壊れかけの恋唄』新宿村 LIVE ジョージ役 
オトメライブ『STORM LOVER～波打ち際の王子 SUMMER！～』 CBGK シブゲキ 酉水司役 
GEKIIKE 本公演第 6 回「空翔ける雷鳴の夜に-再演-」 高知・東京公演 弘瀬和真役 
Asterism vol,01「アルビノ」シアター風姿花伝 藍原友一役 

 
【2014】 GEKIIKE 本公演第 5 回『宵闇に咲く雨』シアター風姿花伝 龍源地紫乃介役（主演） 

『PRIDE』エアースタジオ 瀬川隊長（主演） 
『STORM LOVER～波打ち際の王子 SUMMER！～』俳優座劇場 酉水司役 
『ポセイドンの孫と Y シャツと私』サンモールスタジオ 原田恭平役 
エムキチビート「黎明ロマンティック」吉祥寺シアター 彼誰睦喜役 

 
【2013】 オトメライブ『十鬼の絆～関ヶ原奇譚～恋舞』星稜会館 石田三成役 

GEKIIKE 本公演 vol,4『空翔ける雷鳴の夜に』 弘瀬和真役 
『オサエロ』 両国エアースタジオ 柴田武夫役 
『Cruser`s Lovesong』俳優座劇場 ジョージ役 
第 14 帝國『元帥と七人の侍』SPACE107 樋口夢祈中佐役 
『SING！』東京芸術劇場プレイホール・大阪世界館 鬼頭司役  
『ポセイドンの孫と Y シャツと私』劇場 HOPE 原田恭平役 

 
【2012】 『オーバースマイル』シアターモリエール コロンバス役 

GEKIIKE 本公演 vol,03『君に降りそそぐ、天上の花』HOPE 氏龍役 
『銀河英雄伝説 第二章 自由惑星同盟篇』東京国際フォーラムホール C（東京）/NHK 大阪ホール（大阪）アンドリュー・フォーク役 
『Dandy cute dandy』BIG TREE THEATER 早乙女ミヤビ役（準主演） 

 
【2011】 GEKIIKE 本公演 vol,02『ライラック』ヒデ役 

『GOEMON 痛快伝』六行会ホール ジゲン役（準主演） 
『Dragon Question』BIG TREE THEATER 達也役（準主演） 
『Dandy cute dandy』アイピット目白 早乙女ミヤビ役（準主演） 
『大江戸に降る雪』BIG TREE THEATER 源助役 
『テガミ』萬劇場 立原役（主演） 

 
【2010】 『oasis』BIG TREE THEATER ゲド役 

『RE-MINISCENCE』BIG TREE THEATER セン役 
劇団イケ袋「リーマン☆ロック」古塚幸二役 
『シブヤｖｓアキバ～彼女は僕の青い鳥』（BIG TREE THEATER・世界館・シアターサンモール）ケンゴ役 
『BUTLER×BATTLER』シアターサンモール タイジ役 

 
【2009】 『シブヤ×アキバ～カノジョはボクの青い鳥～』恵比寿エコー劇場 神崎刑事役                       

他多数 
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