
田中 章(たなか あきら) 

PROFILE 
 

 

  

 

●生年月日：   1967 年 11 月 30 日 

●サイズ：   T.162cmB.99cmW85cmH87cmS.25.5cm 

●出身地：    大阪府 

●趣味：     格闘技・釣り 

●特技：   格闘技（柔術） 

 

 

     
●Biograph 
1993 年、うな加藤とお笑いコンビ「プリンプリン」を結成、ボケを担当。94 年、NHK「新人演芸大賞」演芸部門の大

賞を受賞、一躍時の人となる。また、同年、フジテレビでスタートした伝説のお笑い番組「タモリのボキャブラ天

国」にレギュラー出演を果たす。その他、NTV「とんねるずの生でダラダラいかせて!!」CX「とんねるずのみなさん

のおかげでした」などで活躍する。 

現在、お笑いコンビ「BOOMER」と「BOOMER&プリンプリン」を結成しコント活動をする他、俳優としても活躍、映

画や舞台など数多く出演している。 

● 最新情報  2021 年秋配信ドラマ出演決定！ 

・関西テレビ「新・ミナミの帝王」第 20 作 銀次郎の愛した味を守れ！三宅役にて出演！ 

2021 年 3 月 23 日（火）19：00〜20：59（関西ローカル） 
・NHK 連続テレビ小説「スカーレット」第 6 週〜窯元丸熊陶業 番頭 加山役 出演！ 
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【※・・・プリンプリンとして活動】 

● 映画  

「331/3r.p.m」(監督：木澤雅博) 滝沢役 (96 年) 

「劇場版ナニワ金融道灰原勝負!起死回生のおとしまえ!!」(監督：茅根隆史)  (05 年) 

「寝ずの番」(監督：マキノ雅彦) 橋七役 (06 年) 

「次郎長三国志」(監督：マキノ雅彦) 小岩役 (08 年) 

「旭山動物園物語ペンギンが空をとぶ」(監督：マキノ雅彦) カップルの客役 (09 年) 

「陽光桜 –YOKO THE CHERRY BLOSSOM-」(脚本・監督：高橋 玄)       （15 年） 

「翔んで埼玉」(監督：武内英樹) 埼玉県人役 (19 年) 

 

● ドラマ  

CX 「裸の大将放浪記-清と三姉妹の宝探し-」(監督：土屋統吾郎) 第 80 話 (96 年 7 月 28 日)※ 

CX 「世にも奇妙な物語～秋の特別編-マニュアル警察-」(監督：村上正典) 捜査員役 (99 年 9 月 27 日)※ 

CX 「世にも奇妙な物語～春の特別編-銃男-」(監督：村上正典) 組員役 (00 年 3 月 27 日)※ 

CX 「世にも奇妙な物語～秋の特別編-断定男-」(監督：土方政人) 警察官役 (00 年 10 月 4 日)※ 

TBS「大好き!五つ子 3」(監督：荒井光明、吉川厚志ほか) レギュラー／田中力役 (01 年)※ 

TBS「大好き!五つ子 4」(監督：酒井聖博) レギュラー／田中力役 (02 年)※ 

TX 「牙狼-GARO-」(監督：横山誠) 第 3 話／寺島役 (05 年)※ 

NHK 大河ドラマ「おんな城主 直虎」(監督：渡辺一貴) 第 1 話／山伏役 (17 年) 

EX 「警視庁捜査一課 9 係 season12」(監督：新村良二) 第 7 話／靴屋店長役 (17 年) 

EX 「相棒 season16」(監督：権野元) 第 15 話／不動産屋の主役 (18 年) 

TX ドラマ Biz「スパイラル 〜町工場の奇跡〜」(監督：松田礼人) 第 3 話／融資担当者役 (19 年) 

NHK 連続テレビ小説「スカーレット」(監督：中島由貴、佐藤譲、鈴木航ほか) 第 6 週より/窯元 丸熊陶業 番頭加山役 (19 年) 

TX ドラマ 24「孤独のグルメ Season８」(監督：北畑龍一) 第 8 話鳥取編／常連客役 (19 年) 

KTV「新・ミナミの帝王 第 20 作銀次郎の愛した味を守れ！」(監督：髙山浩児) 三宅役 (21 年) 

 

● アニメ  

CX 「青の祓魔師」(監督：岡村天斎、松林唯人) 第 1〜3 話／丸太役(11 年 4 月 7 日〜5 月 1 日)※ 

CX 「よんでますよ、アザゼルさん。Z」(監督：水島努) ハジメ役 (13 年 5 月 26 日)※ 

 

● 舞台  

「木梨憲武 LIVE」  (04 年、05 年、06 年) 

「お～い！竜馬[青春篇]」(演出：西村太佑（グワィニャオン）)  ＠シアターサンモール  (06 年) 

「SEMIKO」（演出：伊藤和重)  ＠中目黒ウッディーシアター  (08 年) 

「Which ロミオとジュリエット?」(演出：伊藤和重)  ＠新宿シアターブラッツ  (08 年) 

「おーい！竜馬 青春篇ザ・ファイナル」(演出：西村太佑（グワィニャオン）)  ＠シアターサンモール (08 年) 

「BUTTERFLY INTO THE BUS」(作・演出：伊藤和重) ＠新宿シアターブラッツ  (09 年) 

「かみひとえ」(演出：島根さだよし)  ＠萬劇場       （09 年） 

「TIBET MONKEY」(演出：伊藤和重)  ＠新宿シアターモリエール  (09 年) 

「煎餅」(演出：伊藤和重）  ＠中目黒ウッディーシアター  (10 年) 

「いい日、リストラ」(演出：藤森一朗（劇団空感エンジン)） ＠シアターグリーン BIG TREE THEATER (10 年) 

「おーい！竜馬 青春篇ザ・ラスト」(演出：西村太佑（グワィニャオン）) ＠シアターサンモール (10 年) 

「いい日、さよなら〜六畳一間で愛してる〜」(脚本・演出：藤森一朗（エアースタジオ）) ＠シアターグリーン BIG TREE THEATER (11 年) 

「がんぜない瞳の殺人者」(演出：伊藤和重)  ＠シアターグリーン BOX in BOX THEATER (12 年) 

「いい日、エールを。」(演出：石山英憲（Theatre 劇団子）)  ＠シアターグリーン BOX in BOX THEATER (13 年) 

「愛と哀と藍と」(脚本・演出：伊藤和重（IN EASY MOTION）) ＠シアターグリーン BIG TREE THEATER       （13 年） 

「青い月の夜」(脚本・演出：伊藤和重（IN EASY MOTION）)  ＠シアターグリーン BOX in BOX THEATER       （13 年） 

「カタルシス」  (14 年) 

「カルセオラリア」(作・演出：伊藤和重（IN EASY MOTION）)  ＠中目黒キンケロ・シアター (14 年) 

「いい日、お遊戯。」(演出：石山英憲（Theatre 劇団子）)  ＠シアターグリーン BOX in BOX THEATER (14 年) 
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「どーしんぼの浜」(演出：伊藤和重)  ＠シアターグリーン BOX in BOX THEATER  (14 年) 

「ざ☆くりもん/猫忠臣蔵」(演出：中西カカオ)  ＠シアターグリーン BOX in BOX THEATER  (15 年) 

「愚者よ」(演出：伊藤和重)  ＠シアターグリーン BOX in BOX THEATER  (15 年) 

「いい日、アイカタ。」(演出：竹匠)  ＠シアターグリーン BOX in BOX THEATER  (15 年) 

「ざ☆くりもん/花嫁道中」(演出：田中大祐) ＠シアターグリーン BOX in BOX THEATER  (16 年) 

「明るいお葬式」(演出：江古田のガールズ)  ＠六本木俳優座劇場  (16 年) 

「エレメンタル ホスピタル」(演出：伊藤和重)  ＠シアターグリーン BIG TREE THEATER (16 年) 

「あの日、リストラ。1999〜夏・・・」(演出：江古田のガールズ)  ＠六本木俳優座劇場  (16 年) 

「ざ☆くりもん/父娘旅情」(演出：金房実加 (THE REDCARPETS))  ＠シアターグリーン BIG TREE THEATER       （17 年） 

「ミニチュア!!フリーペーパーのナイス街」(演出：白柳力)＠六本木俳優座劇場  (17 年) 

「BASED ON A TRUE STORY」(作・演出：伊藤和重)  ＠BIG TREE THEATER  (17 年) 

「仁義ある宴会」(演出：山崎洋平)  ＠新宿シアターサンモール  (17 年) 

「ファインド･ハンド２」(作・演出：島根さだよし)  ＠新宿村 LIVE  (17 年) 

「怪しの雨」(作・演出：伊藤和重)  ＠シアターグリーン BOX in BOX THEATER  (18 年) 

「明るいお葬式〜るんるんは 2 度死ぬ〜」(演出：白柳力)  ＠六本木俳優座劇場  (18 年) 

「ざ☆くりもん/六道追分」(演出：井保三兎 (ラビット番長))  ＠シアターグリーン BIG TREE THEATER (19 年) 

「Farce」(作・演出：伊藤和重)  ＠シアターグリーン BOX in BOX THEATER  (19 年) 

「ハッピーマーケット」(作・演出：白柳力)  ＠全労済ホール／スペース・ゼロ       （19 年） 

 

●コント活動 
漫才協会上席「漫才大行進」＠東洋館浅草フランス座劇場   (毎月 1〜19 日)※ 

「爆笑問題 with タイタンシネマライブ」＠時事通信ホール                                     （2 ヶ月に 1 回、不定期出演）※ 

● レギュラー出演  

CX 「タモリのボキャブラ天国」  (94 年 4 月～99 年 9 月)※ 

NHK 教育 「あいうえお」  (95 年～96 年)※ 

CX 「UNFACTORY カボスケ」  (95 年 4 月～9 月)※ 

CX 「志村けんのオレがナニしたのヨ?」  (95 年 10 月 16 日～96 年 3 月 11 日)※ 

CX 「前略ヒロミ様」  (96 年 4 月～9 月)※ 

NTV「今田・東野の CM コウジ園」  (96 年 4 月～97 年 3 月)※ 

EX 「ドキドキ世界大冒険」  (99 年) 

CX 「笑っていいとも！」  (99〜02 年) 

●不定期出演 

NTV 「とんねるずの生でダラダラいかせて!!」」  準レギュラー (91 年～01 年)※ 

NTV 「エンタの神様」  (03 年～10 年)※ 

NTV 「笑点」  (10 年)※ 

CX  「とんねるずのみなさんのおかげでした」  (～18 年)※ 

EX  「タモリ倶楽部」  (96 年 4 月～9 月)※ 

EX  「内村プロデュース」  (00 年～05 年) 

EX  「爆笑問題のシンパイ賞」  (19 年〜)※ 

●受賞 
 「今宮えびす新人漫才コンクール 新人漫才奨励賞」  (94 年)※ 

「渋谷発・お笑い宇宙計画 お笑い宇宙計画大賞」  (94 年)※ 

 「MHK 新人芸大賞 大賞」  (94 年)※ 

●CM 
ジョンソン「カビキラー」   (94 年)※ 

ハウス食品「フルーチェ」  (95 年)※ 

「オートバックス」  (95 年)※ 

任天堂「スターフォックス」  (97 年)※ 

ベネッセ「こどもチャレンジ・ぷち」  (97 年)※ 

●その他 
シルキーポーク「四元豚ムービー とんかつ篇」  (17 年)※ 


