藤岡 正明
Masaaki Fujioka
1982 年 12 月 18 日生／東京都出身
特技：サッカー・料理
SIZE 171cm／62kg／B95 W78 H95.5／靴 26.5cm
CHEMISTRYやATSUSHI（EXILE）を輩出した伝説の「ASAYAN 超ヴォー
カリストオーディション」を機に2001年、Sony Music Internationalからデ
ビュー。2005年「レ・ミゼラブル」のマリウス役でミュージカル界に進出。
2008年「ミス・サイゴン」のクリス役で一躍脚光を浴び、以降数々のミュージ
カル作品に欠かせない存在となる。2017年12月にはシアターコクーンの舞台
「欲望という名の電車」に出演。役者としても高く評価され、2019年にはテレ
ビ朝日系列「刑事７人」、東海テレビ・フジテレビ系列大人の土ドラ「リカ」
に出演。NHK「サギデカ」では劇中歌も歌うなど今後の活動が期待される。自
らの演劇ユニット「⻘唐⾟⼦」では脚本・演出・音楽・出演すべてを手掛ける
などの多才ぶりも見せる。
＊2020年11月 Brand New Musical Concert 2020 -extra edition東京オペラシティコンサートホール
＊2020年11月 いつか∼one fine day in Concert 神田名神ホール
＊2020年12月 ミュージカル EDGES -エッジズ新国立劇場 中劇場

舞台
2005年

3月

ミュージカル レ・ミゼラブル マリウス役

演出：ジョン・ケアード 帝国劇場他

2008年 7∼10月

ミュージカル ミス・サイゴン クリス役

演出：ローレンス・コナー 帝国劇場

2009年

ミュージカル この森で、天使はバスを降りた ジョー役

5月
8∼9月

2010年

ミュージカル レ・ミゼラブル マリウス役

12∼2月

音楽座ミュージカル 泣かないで ＊主演 吉岡努役

9月
10∼11月
2012年

演出：ワームホールプロジェクト 東京芸術劇場他

宝塚BOYS 竹内重雄役

演出：鈴木裕美 シアタークリエ他

朗読劇 私の頭の中の消しゴム 浩介役

演出：岡本貴也 天王洲 銀河劇場

ミュージカル RENT ロジャー役

演出：エリカ・シュミット シアタークリエ

2月

ミュージカル Trails in Concert ＊主演 セス役

5月

⻘唐⾟⼦旗揚げ公演 Daydream イーシャン天国 ソニー役

1∼2月
3月
7∼8月
11月
1∼2月
10月

11∼12月
2015年

演出：ジョン・ケアード 帝国劇場他

ブロードウェイミュージカル ボニー＆クライド テッド役

12月

2014年

演出：グレン・ウォルフォード シアタークリエ

1月

7∼8月

2013年

ミュージカル ブラッド・ブラザーズ ＊主演 ミッキー役

3∼11月

8∼9月

演出：藤井清美 シアタークリエ

演出：田尾下哲 ⻘山劇場他
演出：前嶋のの SPACE107

ミュージカル 王様と私 ルンタ役

演出：藤岡正明 笹塚ファクトリー
演出：山田和也 五反田・ゆうぽうとホール他

ミュージカル プロミセス・プロミセス ＊主演 チャック役

演出：田尾下哲 新国立劇場

ピアフ イヴ・モンタン役

演出：栗山⺠也 シアタークリエ

朗読劇 THE ONE ⻫藤一役

演出：藤沢文翁 東京グローブ座

ミュージカル 王様と私 ルンタ役

演出：山田和也 東京芸術劇場他

亜雌異人愚なグレイス サラ役

演出：津田健次郎 AiiA Theater Tokyo他

ミュージカル ザ・ビューティフル・ゲーム ジンジャー役
演劇ユニット⻘唐⾟⼦∼任侠ミュージカル 蝙蝠の箱

演出：藤田俊太郎 新国立劇場
脚本・音楽・演出：藤岡正明 新宿Theater BRATS

ミュージカル ファースト・デート ゲイブ役

1∼2月

ミュージカル Trails ＊主演 セス役

3∼4月

ミュージカル タイタニック バレット役

演出：山田和也 シアタークリエ
演出：大杉良 池袋シアター・グリーン BIG TREE THEATER
演出：トム・サザーランド 日本⻘年館ホール他

7月

シアトリカルコンサート We are ウォンテッド∼俺たちを捕まえろ！∼ 演出：鈴木勝秀 よみうり大手町ホール

9月

朗読劇 7second∼決断の瞬間まであと7秒∼

9∼10月

THE SHINSENGUMI2015 Sword Dance∼剣、烈風の如く、真空に舞う∼ 桂小五郎役

株式会社enchante
アンシャンテ

演出：藤井清美 天王洲 銀河劇場
演出：森新吾 天王洲 銀河劇場
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2016年

1∼2月

ミュージカル DNA-SHARAKU 斎藤十郎兵衛役

4∼5月

ミュージカル グランドホテル エリック役

6∼7月

ミュージカル ジャージー・ボーイズ トミー・デーヴィット役

演出：藤田俊太郎 シアタークリエ他

ミュージカル ミス・サイゴン トゥイ役

演出：ローレンス・コナー 帝国劇場

10∼1月
2017年

3月
11月

演出：小林香 新国立劇場他
演出：トム・サザーランド 赤坂ACTシアター他

スパークリング・ヴォイス∼10人の貴公⼦たち∼

演出：伴眞里⼦ シアタークリエ他

ミュージカル ビリー・エリオット∼リトル・ダンサー∼ トニー役

演出：スティーヴン・ダルドリー 赤坂ACTシアター他
12∼1月
2018年

シアタークリエ10周年記念コンサート TENTH

シアタークリエ

5月

ジャージー・ボーイズ コンサート

シアターオーブ

8月
10月

2020年

演出：フィリップ・ブリーン シアターコクーン他

1月

5∼6月

2019年

欲望という名の電車 ミッチ役

朗読ミュージカル 不徳の伴侶 infelicity ＊主演 ボズウェル役

宝塚BOYS 太田川剛役

演出：鈴木裕美 東京芸術劇場プレイハウス他

ミュージカル タイタニック バレット役

4月

ミュージカル いつか ＊主演 夏目テル役

6月

ミュージカル SMOKE 海役

2∼3月

演出：萩田浩一 赤坂RED/THATER

演出：トム・サザーランド 日本⻘年館ホール他
演出：板垣恭一 シアタートラム
演出：菅野こうめい 東京芸術劇場シアターウエスト

ミュージカル回想録 HUNDRED DAYS ショーン役

演出：板垣恭一 シアターモリエール

テレビ・ドラマ
2006年

4∼3月

2014年

4月

関ジャニの仕分け∞

EX

2015年

4月

THE カラオケ★バトル

TX

2019年

7月

刑事７人 第４話・田所伸介役

EX

8月

サギデカ 元バンドマン役 ＆ 劇中歌

10月

新感覚☆キーワードで英会話 ＊レギュラー

NHK 教育テレビ

NHK

大人の土ドラ リカ 菅原忠司役

THK/CX

ライブ・コンサート
2019 年

2月

トーク&ミニライブ 上村由紀⼦ talks with 藤岡正明

2月

LOVE SONG

4月

M’s Musical Museum vol.5

5月

I LOVE MUSICAL∼GIFT あなたに贈る詩∼

10∼11 月

2020年

銀座 SOLA
目⿊ブルースアレイジャパン

LOVE SONGS ∼Tour2019∼

新宿村 LIVE
第一生命ホール
東京・大阪・名古屋

12月

第7回 お寺コンサート

４月

生配信ライブ ３・３・７拍⼦

配信媒体：muser

５月

生配信ライブ ３・３・７拍⼦Vol.2

配信媒体：muser

6月

生配信ライブ Konnekt

配信媒体：muser

7月

JERSEY BOYS IN CONCERT

7月

SHOW-ISMS

8月

The Musical Concert at Imperial Theater

10 月

愛知県 成道寺

シアタークリエ

生配信ライブ Konnekt20201003

株式会社enchante
アンシャンテ

帝国劇場

帝国劇場
配信媒体：muser

154-0001 東京都世田谷区池尻 3-21-2 アドルク 303 号
tel&fax：03-3411-5577 http://enchante-de.com/

