
森久保 祥太郎　 SHOWTARO MORIKUBO

Pers�nal data

Appearance hist�ry

誕生日

血液型

出身地

趣味・特技

２月25日

B型

東京

料理 / DIY / ツーリング / 格闘技・高校野球観戦

メジャー ( 主人公　茂野吾郎）
弱虫ペダル (巻島裕介）
うたの☆プリンスさまっ♪( 寿嶺二）
薄桜鬼 (沖田総司）
テニスの王子様 (切原赤也）
覇穹 封神演義 (清虚道徳真君）
魔法少女 俺 (矢茂小波）
Code：Realize (インピー・バービケーン）
なむあみだ仏っ！(釈迦如来）
戦刻ナイトブラッド(真田信之）
神撃のバハムート VIRGIN SOUL(ハンサ）
ハンドシェイカー (マキハラ）
ジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けない(音石明）
坂本ですが？( 瀬良裕也）
スタミュ(暁鏡司）
モモキュンソード(猿神）
プリティーリズム・レインボーライブ (DJ.Coo）
マギ The labyrinth of magic (シャルルカン）
バクマン(KOOGY、間界野昂次）
素敵探偵ラビリンス(信濃紫炎）
GetBackers -奪還屋-(天野銀次）
RAVE (ハムリオ・ムジカ）
スプリガン(御神苗優）

NARUTO-ナルト- 疾風伝 (奈良シカマル）
魔術士オーフェンはぐれ旅 (オーフェン)
ONE PIECE (バルトロメオ）
Persona4 The Animation (花村陽介）
Classroom☆Crisis ( 主人公　瀬良カイト）
あんさんぶるスターズ！( 遊木真 )
カードファイト！ヴァンガード(三和タイシ）
DYNAMIC CHORD(城阪依都）
潔癖男子！青山くん( 尾崎篤夢）
ちるらん　にぶんの壱 (山南敬助）
B-PROJECT( 王茶利暉）
斉木楠雄のΨ難 (蝶野雨緑）
ダイヤのA( 梅宮聖一）
神様はじめました◎( 大国主）
幕末Rock(桂小五郎）
サムライフラメンコ(青島蒼一）
BLEACH (天鎖斬月）
忍たま乱太郎 (雑渡昆奈門）
D.Gray-man(ジャスデロ）
サイボーグ 009 THE CYBORG SOLDIER(002）
真・女神転生デビチル (甲斐セツナ）
超速スピナー ( 堂本瞬一）
爆走兄弟レッツ&ゴー !!(ミニ四ファイター）

◆  TVアニメ



劇場版マジンガーZ/INFINITY ( 主人公　兜甲児）
コードギアス亡国のアキト (オスカー・ハメル）

KING OF PRISM by PrettyRhythm ( 黒川冷）
クロンクス ニュー グルーブ ( 主人公　クスコ）

◆  劇場版アニメ

★ エディ・ポン
- 悟空伝 -(孫悟空）
ライズ・オブ・ザ・レジェンド(フェイ）
TAICHI/ 太極　ゼロ (ズージン）
TAICHI/ 太極　ヒーロー (ズージン）
コール・オブ・ヒーローズ/武勇伝 ( マー・フン）
コールド・ウォー香港警察 (ジョー・リー）
あすなろ白書

68キル (チップ）
ネクスト・ロボット (ライス博士）
クリミナル・ミッション (ノア）
プリフォンテーン (スティーブ・プリフォンテーン）

★ イ・ボムス
シティ・オブ・バイオレンス- 相棒
オー！ブラザーズ　他

★ ジェット・リー
少林寺 (小虎）
少林寺２( 三龍）

ハワード・ザ・ダック（ハワード）
NERVE/ナーヴ世界で一番危険なゲーム(ピーター）
クライ・ベイビー (ウェイド）
ファイナル・デッドコースター (イアン・マッキンレー）

◆  吹き替え映画

番組ガイド(フジテレビワンツーネクスト） OHAOHAアニキ (テレビ東京）

◆  ナレーション

声優だって旅します
おはスタ(怪人ゾナー）

ドル☆バラ
東京乙女レストラン

◆  テレビ

TALKING STAND MORINOTH

◆  WEB

BONES (ジェームズ・オーブリー）
フーディーニ &ドイル ( ハリー・フーディーニ）
ラブレイン (ソ・ドンウク）

◆  海外ドラマ

クリミナル・マインドFBI 行動分析課
　　　　　　　　　　(スペンサー・リード）

アイドゥ・アイドゥ～素敵な靴は恋の始まり
　　　　　　　　　　　　　(パク・テガン）

森久保祥太郎・浜口順子の The☆bayline(bayfm）
バズザックファクトリー (bayfm）
森久保祥太郎 presents IRONBUNNY ’S ROCK 
ROCKER ROCKEST (文化放送 )

◆  ラジオ

&キャストアワー！！ラブナイツ( 文化放送 )
つまみは塩だけ (ラジオ大阪）



株式会社アドナインス

〒160-0022
東京都新宿区新宿 6-7-22 エルプリメント新宿 #552
TEL   03-6457-8299     FAX    03-6457-8292
MAIL  info@add9th.co.jp

FIRE(2017年 11月20日発売）
PHANTOM PAIN(2015 年 10月7日発売）
CHAIN REACTION(2013 年 11月20日発売）
Stand down(2010 年 12月8日発売）
Ride Free(2008 年 11月26日発売）

Lazy Mind(2003 年 8月6日発売）

TRUTH(2016 年 12月７日発売）
FOCUS(2015 年 2月25日発売）
Mr.CLOWN(2011年 12月21日発売）
Parallel World(2009 年 5月13日発売）

The Answer ( 2001年 6月20日発売）

◆  シングル

Enhanced Brain(2018 年 8月29日発売）
叫～kyo～(2009年 12月23日発売）

凛～rin～(2012 年 10月31日発売）
髄～zui～(2001年 7月18日発売）

◆  アルバム

TRIBALISM～sunset side～
　　　　　(2014 年 11月5日発売）

TRIBALISM～sunrie side～
　　　　　(2014 年 5月28日発売）

◆  ミニアルバム

ミニアルバム
buzz★Parade（2018 年3月28日発売）

シングル
ZETSUBOU FUNK（2019 年10月23日発売）

◆  buzz★Vibes

森久保祥太郎　BEST ALBUM
～髄から叫び凛と咲く～(2018 年 8月 29 日発売）

◆  ベストアルバム


