島崎 義久
YOSHIHISA SHIMAZAKI

【生年月日】
1970年2月1日（52歳）
【出身地】
福岡県
【サイズ】
T) 172cm S) 26cm
B) 93cm W) 83cm H) 87cm
【趣味】
読書、映画鑑賞
【特技】
巌流抜刀試斬道中伝四段
全日本剣道連盟杖道五段
【資格】
普通自動車運転免許
＜映画＞
DIVOC-12『流民』志自岐希生監督 サラリーマン役
『黄龍の村』監督：阪元裕吾 村人役
『新デコトラのシュウ・鷲』監督：香月秀之 島崎役
『お終活』監督：香月秀之 森本武役
『癒しのこころみ』監督：篠原哲雄 森林セラピー参加者役
『心魔師』 監督：今野恭成 霜山二郎役
『愛唄 』 監督：川村泰祐
『ふしぎな岬の物語』 成島出監督 村の青年団 役
『テコンドー魂～ＲＥＢＩＲＴＨ～』 香月秀之監督 堀江 役
『恋する歯車』 中西健二監督 官僚 役
『明日に架ける愛』＊日中友好40周年記念作品
監督：香月秀之 責任者 役
『エコエコアザラク』 古賀新一監督 教師 役
『デコトラの鷲 其の五』 監督：香月秀之 警備員 役
『女優 美沙』 監督：ハリセンボン 照明技師 役
『大日本人』 監督：松本人志
『Ｍｙ ＫＯＲＥＡ』 監督：中村英児 佐々木警部 役
『俺は君のためにこそ死に行く』 監督：新城卓
『龍が如く劇場版』 監督：三池崇史
『凶弾 KYO-DAN』 監督：佐々木正人
＜TVバラエティ＞
TBS 『ワールド極限ミステリー』再現ドラマ
TBS 徳光和夫の感動再会！“逢いたい”4時間スペシャル
目黒佑樹編 本人役
ＴＸ「男たちの友情列伝 石田光成と大谷吉継」
TX 『ルビコンの決断』 宇都宮弁護士 編 国税庁役人 役
TX 『主治医が見つかる診療所』 徳光和夫編 中村先生 役
ANB 『最終警告！たけしの本当は怖い家庭の医学』 医者 役
『たけしの健康エンターテインメント！みんなの家庭の医学』
NTV 『おもいっきりテレビ』 日本テレビ
NTV 『九死に一生スペシャル』
TX 『みみうち』
NTV 『いつみても波乱万丈』 辺見えみり 篇
ANB 『ありがとう家族！芸能人涙の感動カルテ』
ANB 『細木数子VS 日本の歴史』 信長篇 公家 役

＜TVドラマ＞
NHKドラマ10『群青領域』第4話 塚本連平監督/第5話 植田尚監督 医師役
EX『刑事7人』SEASON7 第三話 塚本連平監督 白石中央署刑事役
MBS『REAL⇔FAKE 2nd Stage』第1話 山本透監督 刑事役
NHKドラマ10『タリオ 復讐代行の2人』第3話 山本透監督 記者役
BSテレ東『今夜はコの字で』監督：久万真路 常連客役
Netflix 『GIRI/HAJI』 ベン・チェッセル監督 1-6 遠藤組組員
テレ東『ウルトラマンタイガ』監督：市野龍一 第14話 警察官役
テレ東ドラマBiｚ『スパイラル』監督：井坂聡 第２話ファミレス店長松山役
YTV『約束のステージ』監督：佐々部清 審査員 森岡勝役
EX 『深層捜査SP』監督：香月秀之 市議会議員役
TX 『ミッドナイト・ジャーナル』 監督:佐々部 清 無線の社員役
EX 『深層捜査2』 監督:香月 秀之 ニュース解説者役
EX 『深層捜査』監督:香月 秀之 刑事 石川康春役
NHK『花子とアン』134話 演出 増田靜雄 憲兵伍長役
TX 『逆転弁護士ヤブハラ～京都・17年前の真実～』 黒川充治 役
TX 『逆転弁護士ヤブハラ～証言拒否～』 中川弘明 役
NHK『鼠、江戸を奔る』黛りんたろう監督 家老役
TX水曜ミステリー9『作家探偵山村美紗3』 検死官白井役
WOWOW連続ドラマW『マグマ』 記者 役
WOWOW『借王（シャッキング） 銭の達人』
監督：香月秀之 刑事・森永 役
NTV『日本史サスペンス劇場特別版 東大落城』石川理夫 役
TX『北アルプス山岳救助隊・紫門一鬼⑪』 北川淳 役
WOWOW『江原啓之への質問状』 監督：香月秀之
WOWOW『ドラゴンフライ』 監督：香月秀之 黒服 役
BS-i 『うさぎがもちつき』 監督：市野龍一 飯田 役
GyaO 『少女には向かない職業』
TBS 『陰の季節6』 月曜ミステリー劇場
JCOM&ひかりTV『交通事故鑑定人 環倫一郎3D』
監督：草野 陽花 原作：梶 研吾 刑事 役
＜ネットシネマ＞
『劈-つんざく-』監督：冨田卓 ミタライ役
『任侠裁判員』監督：早川恵介 博多の任侠役
『The Speculative–相依為命-』監督：冨田卓 蝶野荘司役
『虹のかかる街』監督：飯野歩 古川役
『苅羽家の長い一日』 監督 冨田卓 代田弥五郎役
『セクハラ査問委員会』 監督 早川恵介 部長役
『Day7』監督：飯野歩 男優賞3位 犬頭鉄平 役
『I LOVE 湯』 監督：松生秀二 常連客 役
『恐怖依存症』 監督：藤井秀剛 店長 役
『ネ申ーKAMIー』監督：早川恵介 被害者の男
第一回ネットシネマ・フェスティバル最優秀作品賞受賞
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＜Vシネマ＞
『男呼組』
『実録 大日本菊水会 双龍伝』 監督：渡辺武
『むこうぶち12 』 監督：片岡修二 西山役
『むこうぶち13』 監督：片岡修二 山下健史役
＜VP＞
プラウド弦巻 『この街で』監督:蝶野 博 父親弘役
中公文庫 太田忠司著『セクメトⅡ』PV 監督：梶研吾
『日本旅行業協会』 営業担当 役
国税庁 『WEB-TAX-TV 国税査察官の仕事』 佐野統括 役
日刊工業新聞社 『夢をこの手に』 監督：瀧澤正治 木島 役
ファミリーマート 『未成年者販売マニュアル』 刑事役
『ハウスメイト』 社員役
『東京シャツ』 客役
警視庁 『教材ビデオ 屈しない』 建設会社課長 役
第一興商 『カラオケビデオ』 父親 役
『介舟ファミリー』事例③ 経営者役
マックスプル工業
『KAIT（神奈川工科大学）シンポジウム2011』 先生 役
＜インディーズムービー＞
『全力！えんじゃ道。』 監督：七字幸久
『人類最強の敵』 監督：早川恵介
『オールドフレンド』監督：内田裕基 新井辰巳 役
『櫻道』 脚本・監督：梶研吾 W主演 夫 役
『8女』 脚本・監督：梶研吾 弁護士 役
『エミリーアイズ』 脚本・監督：梶研吾 刑事 役
『Don't Open』 脚本・監督：小林雄次 叔父 役
『しゃっくり女優』 脚本・監督：吉田裕亮 座長 役
『ばらばら』 脚本・監督：内田裕基 父親 役

＜MC＞
『東京モーターショー 2009』 JAFブース JAFマスター
『テツandトモのサイエンスショー』 なんでだろう博士
＜ラジオＣＭ＞
『白夜書房』ラジオＣＭ
＜ラジオドラマ＞
『吉原始末屋稼業』 脚本・演出；上田勝彦 ３・４話 佐吉役
＜アテレコ＞
NHK 『バーナビー警部』 第４話 警官 役
『ファース・ケープ』 第７話 エブラン 役
ディスカバリーチャンネル 『アニマルピープル』
＜舞台＞
『さよなら、チャーリー』演出：岡本さとる アーヴィング役
『紅蓮、還る』 作・演出 梶研吾 本屋の主人美河役
『雪の華～博徒四姉妹恋手鏡』 秋月六郎 役
『幕末金融道～不渡りの龍馬』 演出：岡本さとる 今井役
『華と影～ふたり半蔵』 演出：楠見彰太郎 非常の冷鬼 役
『緑は異なもの恋なもの』 演出：小島靖 旅の武士 役
『ブラッドプリズナー』 作・演出：梶研吾 黒沼礼次 役
『ミチヲカケル』 演出：梶研吾 ナカムラ 役
白鳥歌舞喜『侍ギャンブラー銀我』 鶴山久之助 役
他多数
＜ナレーション＞
映画『極道の妻たち NEO』メイキング
＜ＴＶCM＞
『岡崎産業』 サラリーマン 役
『モバHo！』 サラリーマン 役
『毎日jp.』 記者 役
『明星食品 中華街』 コック 役
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