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PROFILE プロフィール

生年月日

出身

血液型

趣味

特技

検定

衣装提供

1980年7月22日
愛知県名古屋市

O型
アニメ・漫画・ゲーム・サッカー・

フットサル・サウナ・カラオケ・

史跡探訪・茶道・世界遺産巡り・三国志

茶道・サッカー・フットサル

サッカー検定4・5級・三国志検定3級

SY 32

レギュラー出演

TV

RADIO

SPORTS DJ

TEACHER

◇ひまわりネットワーク
「グランパスSTADIUM!」
◇グリーンシティケーブルテレビ
「トコトン！」
◇CCNet
「YOSUKEなっぴのご近所全力散歩！」
◇Locipo

CTV「ナゴヤアニメプロジェクト」

◇ZIP-FM(ラジオDJ) 
「SCK~サブカルキングダムS~」
毎週土曜日22:00~24:00

◇かっぱ寿司店内ラジオ(ラジオDJ)
「RADIOかっぱ」

◇名古屋グランパススタジアムDJ
◇名古屋オーシャンズアリーナDJ

◇声優・タレントアカデミー「TYK STUDIO」
MCレッスン講師

この度、プロフィールに掲載いたしました「固有名詞」の企業、クライアント様、メディア様

の名称は、広告媒体等にプロフィールを掲載頂く際の使用は、謹んでお断り申し上げます。
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REGULAR

出演に際し、下記内容に関しましてはご遠慮させていただきます。

①蕎麦の飲食（蕎麦アレルギーの為） ②絶叫系アトラクションの乗車（高所恐怖症の為）

ATTENTION

©TYK Promotion©TYK Promotion
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経歴

1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2005年

2006年

2010年
2013年
2015年
2016年
2017年

2018年

現在に至る

RADIO DJ ラジオDJ

・ZIP-FM「CROSS×OVER」(2005年) 
・ZIP-FM「Club-Z-Saturday」(2005年~2007年) 
・ZIP-FM「RADIMO FREAK」(2006年~2008年)
・ZIP-FM「HOT WAX」(2008年) 
・ZIP-FM「FRI☆MASTER」(2009年~2013年3月) 
・東海ラジオ「YO!YO!YOSUKEのYARINIGE天国」(2011年~2012年) 
・ZIP-FM「DIGIT!DIGIT!」(2013年~2015年3月) 
・ZIP-FM「Z-POP STREET」(2013年~2015年3月) 

EVENT MC イベントMC

・ダイナランド ゲレンデDJ (2000年~2003年) 
・新舞子ブルーサンビーチビーチDJ (2000年~2006年) 
・愛地球博ファイナルパーティー(2005年)
・ダンススタジオZOO 発表会 (2005年~2009年)
・フットサル・デ・オアシス(2006年~2014年) 
・中京テレビ「24時間テレビ」江南会場 MC(2007年) 
・ボートピアレギュラーイベント(2009年~2013年)
・AK-69ライブオープニングMC (2009年) 
・セラミックパーク美濃陶芸作家展 (2011年~2018年)
・ALL TOYOTA BIG HOLIDAY (2011年、2012年) 
・名古屋めし博覧会オープニングイベント(2011年) 
・名古屋まつり「フラワーカー」 MC (2011年、2012年)
・ミツイ名古屋ビューティーコングレス(2012年~)
・大友啓史監督トークショー(2012年、2014年) 
・中京テレビ「ザ・アイス」アイスリンク DJ (2013年、2015年)
・全国武将隊天下一決定戦「宴」 (2013年、2014年) 
・東海TV 主催「DANCE FESTIVAL」(2014年、2015年、2018年) 
・世界コスプレサミットメインステージ(2014年~)
・サッカーW杯日本代表戦パブリックビューイング(2014年)
・技能五輪・アビリンピック(2014年、2019年)
・アイデムカップ(2014年~2017年) 
・ MTG クリスティアーノ・ロナウドサッカー教室 (2014年)
・ニコニコ超会議弱虫ペダルブース司会 (2015年)
・ NHK「携帯大喜利全国ツアー in 四日市」列車内 MC (2015年)
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・ミスユニバース愛知大会司会 (2015年、2016年、2017年) 
・三好冬のイルミネーション点灯式 (2015年、2016年、2017年)
・セキスイハイム表彰式典 (2015年)
・劇場版HiGH&LOW岩田剛典舞台挨拶(2016年)
・ EXPG 主催岡田武史トークショー (2016年)
・メニコンカップスタジアムDJ(2016年~)
・ポッキーの日ツイキャス番組ホポッキーキャス11.11(2016年) 
・パチンコ・パチスロおそ松さん新機種プレス発表式 (2016年) 
・山・鉾・屋台無形文化遺産登録記念イベント(2016年) 
・パソナテック公式キャラ”てくのたん” スペシャルイベント(2017年) 
・ JC 主催AMAGING NAGOYA パネルディスカッション(2017年) 
・ BLOOM DINING アワード &卒業式 (2017年) 
・スターウォーズ公開記念イベントテレビ塔点灯式 (2017年)
・明治安田生命保険相互会社名古屋支部表彰式 (2017年)
・レイフィールド表彰式典 (2017年)
・「ポカリガチダンスFES」(2018年)
・「空飛ぶタイヤ」長瀬智也舞台挨拶(2018年）
・Linked Horizon舞台挨拶（2018年）
・「May’n ACT」（2018年）
・SACRA MUSIC コンベンションライブ（2018年）
・UberEatsオープニングレセプション（2018年）
・テレビ愛知「10ちゃん縁日」（2019年）
・「鯱の大祭典」（2019年）
・世界コスプレサミット in TOKYO（2019年）

・・・他、多数。

BIOGRAPHY

代々木アニメーション学院卒業。
HRCで ホストを務める。名古屋タレント活動開始。
スキー場ゲレンデDJを始める。
サッカーW杯で、大ファンのイングランドの全試合を日本国内をバックパックしながら応援&観戦。準決勝、決勝もスタジアムで観戦。
イングランド・マンチェスターに一年間語学留学。その後、ヨーロッパ１５カ国をバックパックで放浪。

ZIP-FMミュージックナビゲーターに就任。
以後、アニメ、漫画、歴史、日本文化、サッカー、フットサル、ダンス、ゲームなど のイベントを中心に活動 。
名古屋グランパス スタジアムDJ着任。
名古屋オーシャンズ アリーナDJ着任。
名古屋市新栄に居酒屋「居酒家利休」をオープン。
メ〜テレ「ドデスカ！」レギュラーレポーターに着任。

アニソンイベント「ナゴヤサブカルスーパーライブ」主催。
専門学校「名古屋スクールオブミュージック＆ダンス」非常勤講師着任。(２年間）
Chuun！（現Locipo）「ナゴヤアニメプロジェクト」MC 就任。
ひまわりネットワーク「グランパスSTADIUM!」MC 就任。
グリーンシティケーブルテレビ「トコトン」MC 就任。
名古屋市天白区塩釜口に「TYK STUDIO」オープン。

ATTENTION
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テレビ

・中京TV「D4」「ウキビジュ」ナレーション (2006年)
・中京TV「FC2」ナレーション (2007年)
・中京TV「アンデュ」 (2008年) 
・中京TV「うるだん」ナレーション (2007年~2008年) 
・中京TV「Tokyo Girls Collection」ナレーション (2007年) 
・メ〜テレ「BOMBER-E」特番 (2009年) 
・東海T V「ダンスダイナマイト」特番 (2009年) 
・ TV愛知「焼物ドーム」特番リポーター (2010年)
・ CBC「インパクト」ナレーション (2011年)
・ CBC「みちゃえる」ナレーション (2011年) 
・ NHK「中学生日記」ナレーション (2011年~2012年3月) 
・ CATV starcat「これいかに ?」(2012年4月~2013年3月)
・メ〜テレ「ドデスカ！」ニッポンど真ん中遺産レポーター（2013年~2018年）
・ひまわりネットワーク「トヨタヴェルブリッツ特番」 MC (2017年)
・ひまわりネットワーク元旦特番MC（2020年）
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CD&DVD

・GLORY JACKPOT SYSTEM CDナレーション (2008年) 
・SEAMO PV集DVD副音声ナレーション (2008年) 

芝居

・戦国魂ライブ「天海」役 (2010年)
・メ〜テレ「名古屋行き最終列車」 (2014年~2019年)
・劇団あおきりみかん「ルート67」ナレーション（2017年）

コラム

・中日スポーツ「サッカーコラム」
・月刊GRAN「YO!YO!INTERVIEW」(2008年~2011年)
・東京ニュース通信「グランパスBros.」（2019年）

TV

CD&DVD

DRAMA

COLUMN

ATTENTION

CM・NA コマーシャル・ナレーション

・KYORAKU  R-CM(2006年)                       
・中京TV「大浮世絵展 TVCM」(2014年)    
・中京TV「大恐竜展 TVCM」(2014年)        
・ダイナランドdocomoCM (2014年)          
・ナガシマリゾート TVCM (2014年)
・豊田自動織機「プレゼンテーション PV」(2014年)
・中京TV「大宇宙展 TVCM」(2015年) 
・中京TV「恐竜・化石研究所」(2016年)
・中京TV「恐竜の大移動」(2017年)
・H&Nホールディングス (2017年~)
・リポビタンZERO（2018年）

・・・など。

講演会LECTURE

・ SW会基調講演講師 (2017年)
・中部地域づくり協会「地域づくりとサッカー」（2018年）
・日本青年会議所東海地区愛知ブロック協議会（2019年）
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