ギュウゾウ

プロフィール

【 生年月日 】 １９６４年８月７日
【 出身 】 栃木県
【 血液型 】 Ｏ型
【 身長 】 １７５ｃｍ
【 趣味 】 格闘技観戦、落語観賞、偉人の墓参り、農業
【 経歴 】 矢板東高等学校卒。関東学院大学（建築設備工学科）在学中に２８代目応援団長を拝命。
見た目通り格闘技や武道に精通し（超オタク級）、自身も柔道、空手共に黒帯である。
【 特技 】 猛毒のサソリを顔の上や口の中で遊ばせる「サソリ男」
煮えたぎったロウに手や顏を突っ込む「WAX MAN」
瞬間接着剤でドラム缶に手のひらを貼りつけ、ドラム缶を投げる「手力男」
クラッカーを口にくわえて口内で爆裂させる「クラッカー口内爆裂」 etc...

過激パフォーマンス集団「電撃ネットワーク」のメンバー。
サソリ芸など、危険な人体パフォーマンスを得意とし、一番大怪我率が高い人物である。
また、日本語の曲を華麗にＤＪ−ＭＩＸする世界最高峰の法人型 KING OF J-POP DJ 集団
『（有）申し訳ナイタズ』に参加。ミッツィー申し訳（代表取締役）を中心に、宇多丸申し訳 Jr.
（RHYMESTER）、掟ポルシェ申し訳 Jr.（ロマンポルシェ）、GEE 申し訳 Jr.（GTS）などと共に
全国各地のクラブシーンでＤＪプレイを披露している。
最近では、歴史好きが功を奏し偉人の墓参りを紹介したり、漫画の原作を執筆するなど
多方面で活動中。四谷荒木町にて燻製居酒屋「煙人」を経営する他、栃木県に約 100 坪の
ギュウゾウ農場を作り農業にも勤しんでいる。

ＤＪ
レギュラーの「申し訳ないと」を始め、「LONDON NIGHT」「FINE NIGHT」などの他、「KOIWAI ROCK FESTIVAL」や「BBQ 武道館」などビッグイベント
でも行っている。2011 年 9 月、「モテキ」の映画化を記念して制作されたミックス CD『モテキ的音楽のススメ MTK PARTY MIX 盤』が一躍話題になった。
「( 有 ) 申し訳 OVERGROUND」@ 三宿 web ＜毎月第 1 土曜日 レギュラー＞
「日本語ロックナイト」@ 六本木 ROSA FIESTA ＜毎月第 4 金曜日＞
「トライバルフルーツ・CAFE」@ 三宿 web
「ロンドンナイト」、「URASUJI」など
＜その他の DJ 実績＞
「KOIWAI ROCK FESTIVAL」@ 小岩井農場（'03.8.23）
「BBQ ʻ04」@ 日本武道館 @Zepp Osaka ('04.8.18/25）
共演：FLOW、ORANGE RANGE、RHYMESTER、SOUL'd OUT、FOH
「ORANGE RANGE presents テレビズナイト 05」@ ダンスクラブ松下 ( 沖縄 )（'05.2.22）
共演：ORANGE RANGE、GOING UNDER GROUND、Ska しっぺ
「TBS RADIO 主催（有）申し訳ないと 10 周年 SP」@ 代官山 UNIT（'07.12.23）
「電撃ネットワーク TOUR2008「危機一髪」〜電撃最大のピンチ〜」
Door open 電撃ナイト（DJ タイム）
（'08.2.8 〜 17・全 5 公演）
「申し訳ないとフロム赤坂 MIX CD リリースツアー」
@ 神戸 Troop Cafe @ 宇都宮 PLANET（'08.5.30/6.6）
「ワッショイ！！其之伍 1 周年祭 × FU-JI ROCK FESTIVAL
〜スタークラブ 12 周年記念興業〜「松原祭 50 連発以上」1 発目！〜（'09.7.19）
「TBS RADIO presents （有）申し訳ないと SP」＠代官山 UNIT（'10.12.22）
連 載
週刊アスキー「ギュウゾウの電脳埋蔵金発掘計画」( アスキー )('01.3 〜 '02.12）
ベストクラブ「格闘技巡礼新聞」( ナイタイマガジン )('00.5 〜 '01.11）
オリコンウィーク The Ichiban「オリコソウィーク」( オリコン )('00.6 〜 '01.4）
toto ONE（サッカーくじ予想＆情報新聞）（'02.2 〜 '05.2）
CAT「いつも心に猛毒を」（アルク）（'02.3 〜 '03.2）
スカパー！ 2TV ガイド「ギュウゾウの KAMIKAZE 談話室」('02.7 〜 '03.12）
格闘 K マガジン「電撃！格闘ネットワーク」（ぴいぷる社）（'02.9 〜 '05.2）
ダ・ヴィンチ「人間採集」（メディアファクトリー）（'03.10 〜 '04.9）
週刊アスキー「パソコンが好きだ！」( アスキー )('03.11 〜不定期連載中 )
週刊アスキー「ハッカーの食卓」（'07,2 〜 '07,5）
CIRCUS「ぶらり偉人墓地の旅」（KK ベストセラーズ）（'06.9 〜 '09.1）
CIRCUS-web「ぶらり偉人墓地の旅」(KK ベストセラーズ )('09.2 〜連載中 )
映画＆Ｖシネマ
東映「多古西応援団」（左近役）（'87）

映画 /DVD「B→ON - 不良全滅篇 -」（不動 文太 役）（'10）

東映「隠密剣士」（侍役）（'88）

映画 /DVD「デスヤンキー - 中坊篇 -」（広 大次郎 役）（'11）

DVD「エロタン」（長浜修 役・主演）（'07）

映画 /DVD「デスヤンキー - 高校生篇 -」（広 大次郎 役）（'11）

映画 /DVD「B→ON」（不動 文太 役）（'10）

映画 /DVD「デスヤンキー - 死闘篇 -」（広 大次郎 役）（'11）

映画 /DVD「B→ON - 美女木兄弟戦争篇 -」（不動 文太 役）（'10）

映画 /DVD「B→ON - 蘭城高校危機一髪篇 -」（不動 文太 役）（'12）

映画 /DVD「学忍」（紹興呂 役）（'10）
テレビ＆ラジオ
TBS「池袋ウエストゲートパーク」（ヤクザ役）（'00.6）
TVK「最強漬」（格闘番組のマンスリーゲスト）（'02.12）
TOKYO FM「GTF CUP 2005」（サポーターズゲスト出演）（'05.7）
主な講演テーマ
「ギュウゾウ的農業生活」「自然と暮らす」「一人旅のすすめ」

TBS ラジオ「コラムの花道」（'07.7・9）
「ライムスター宇多丸のウィークエンド・シャッフル」（不定期 DJ 出演）
SHIBUYA-FM「STREET ROCK FILE」にゲスト出演（'08.4）

