環境マルチバイク野郎！
[番組パーソナリティ･俳優]

近藤
スパ太郎
堺正章氏に師事後、独立。
元々は、俳優活動中心だったが、テレビ
東京「わっ!!つＮＥＷ」(生放送・月曜レ
ギュラー)でリポーターを務め、活動の幅
を広げる。現在は、ＴＶ番組での ＭＣや
リポーター、
ラジオ番組パーソナリティ、
ナレーション、企画構成も行うマルチな
表現者として活動中！
難しい環境問題などを、スパ太郎キャラで楽しく,わかり易く伝えるのは評価が高い。セミプ
ロ並み？のバイクを通じて、人との出会いも多く、一風変わった芸名も、映画『スーパーの女』に出
演した際、バイク好きでも知られていた故・伊丹十三監督に「役者は目立たないとダメ！」と、命
名された。 アメリカの“ルート６６”4000 ㌔を高田純次氏・布施博氏と共にハーレーで全
走破(OA/NTV)。標高 5000 ㍍のチベット・チョモランマを目指すアドベンチャーツーリング
(OA/TX 正月特番)にもリポーターとして激走！

ロシアンラリー２輪部門(３年連続)出場

や、4000 ㌔を超える日本縦断ラリーにもバイクで出場！ 以来、芸能界きってのバイク好
き、僻地ロケもヘッチャラなタレントとして認知される…。“チャレンジ精神”をモット
ーに、何事にも日々チャレンジ中！
☆出身地

埼玉県

☆生年月日

☆特技 オフロードバイク(セミプロ級)

１９６７．１．１７

サバイバル

☆血液型 O RH＋

ソシアルダンス

☆資格 二級船舶免許 小型特殊船舶免許(水上バイク) 救命技能普及員(東京消防庁)
柔道初段 大型自動ニ輪免許 普通自動車免許 防火管理者
☆だいたいのサイズ Ｔ:１７３cm B：１０５㎝ Ｈ：９８cm Ｓ：２７.５cｍＥＥＥＥ

＝連絡先＆問い合わせ
０９０－３３１５－０８０４

SPANCHOOS LLC,＝
０３-３３２７-８５６０

gogo_spataro@yahoo.co.jp 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸１-１８-６ #３０４

近藤スパ太郎 活動経歴
≪活動中！＆レギュラー展開中！≫
◆造形社「単車倶楽部」毎月 24 日発売 ≪連載スタート！！≫
「近藤スパ太郎と SPANCHOOS のウキウキ！Bike Life」
◆タンデムスタイル 毎月 24 日発売 (ｸﾚﾀﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ) ≪連載中！！≫
「スパ太郎のバイクテクノロジー学園」
(次世代エネルギーで動くバイクや、バイクの最先端の技術を 連載中！)
◆Ｗｅｂ BＡＳ スパ太郎コラム≪連載中！！≫
http://www.bas-bike.jp/column/
◆DeNA Pococha オフィシャルライバー ≪レギュラー配信中！！≫
[iOS]https://goo.gl/WDK9L4 [Android]https://goo.gl/fgGygb
◆MODEL 紗喜花プロデュース中！ https://goo.gl/6usqqp
◆企画プロデューサーとして活動中！

①≪番組パーソナリティ.リポーター.ナレーション の仕事≫
■ＴＶ《情報＆バラエティ》
◆イギリス BBC TV 2014 「へアリー バイカーズ」日本編 日本代表リポーター
◆テレビ岩手 (出光イーハトーブトライアル大会 2011 より親善大使就任)
「出光イーハトーブトライアル大会 2014」 OA テレビ岩手
「出光イーハトーブトライアル大会 2013」 OA テレビ岩手
「出光イーハトーブトライアル大会 2012」 OA テレビ岩手/BS 日テレ
「出光イーハトーブトライアル大会 2011」 OA テレビ岩手
◆CS MONDO２１ （各番組 MONDOTV にてリピート放送中！）
・「８０‘ｓ バイク列伝！」 シリーズレギュラー （MC&リポーター&ナレーション）
初回放送’05～’06
関連 HP：http://www.mondo21.net/mondo21net_car_bike_80bike
・「高橋国光バイクの殿堂」 シリーズレギュラー （MC&ナレーション）
関連 HP：http://www.mondo21.net/mondo21net_car_bike_dendo
・「高橋国光と伝説の単車達」 シリーズレギュラー （MC&ナレーション）
初回放送’04～’05 レギュラー
関連 HP：http://www.mondo21.net/mondo21net_car_bike_tansha
・「東京モーターサイクルショー２００５」 ’05 （リポーター）

◆テレビ埼玉 （‘０３より情報番組レギュラー 昼・夕の情報枠）
・「スパ太郎のダイエット・チャレンジ！！」
’０６～’０７ (ダイエットリポーター ６.２㌔減！)
・「ちちぶリーゾート・旅情報」 ’04～’06 旅＆グルメ
・｢近藤スパ太郎のラーメンＭＡＰ｣
’03～’05 レギュラーリポーター
・特番｢近藤スパ太郎のラーメンＭＡＰ 年末年始特番！｣ ’04、’05
・「情報 ごごびん」 ’０４ 生放送 司会
◆ＴＢＳ 「スーパーフライデー」’０２ 特番レポーター（盗難バイク奪還）
◆静岡朝日テレビ
・特番「近藤スパ太郎と高木千亜紀のとびっきりツーリング」 ’０１．１０月
◆テレビ東京
・「わっ！！つＮＥＷ」 ’０１．４月～１０月 ≪月曜・レギュラー/リポーター≫
・正月特番「１本の苗木から～チヨモランマに息吹きを～」 ’00 司会＆リポーター
◆テレビ朝日
・「特選・ネタショップ」 ‘98～レギュラー （なぎら健壱さんと、コント風 TV ショップ）
■ラジオ《番組パーソナリティ》
◆FM ヨコハマ
[ｄｒｉｖｅｒ‘ｓ ｍｅｅｔｉｎｇ]ゲスト（’１６．３月～）
◆Inter ＦＭ
「ESSENCE OF STYLE」 （’０７．４月～’０８．３月）メインパーソナリティ/企画構成
（OA：毎週日曜 午後２時～３時）
◆かつしか FM メインパーソナリティ/企画構成
「近藤スパ太郎の諸国美し旅」 （７８．９MHｚ ‘04 4 月～9 月）
◆ＦＭ：ＴＡＭＡＮ(沖縄)
「ハイサイとみかずのゆんたくタイム」 (特別ゲスト出演 ’００)

■インターネットＴＶ《番組パーソナリティ》
◆あっ！とおどろく放送局 (世界へ向けて動画放送！）
※2002 年より出演/番組プロデュース･企画構成

・旅＆グルメチャンネル
「近藤スパ太郎が行く！ スリランカツーリングの旅」
・カー＆バイクチャンネル
第 6 回 マスコミ対抗 30 分エコ耐 ～スパ太郎リベンジ編～
第 26 回 本田宗一郎杯 Honda エコノパワー 燃費競技全国大会

「近藤スパ太郎が見た!! The2nd TOUR DE NIPPON 2003 SWstage」
「近藤スパ太郎が見た!! TOUR DE NIPPON 2003 NE stage」
「近藤スパ太郎が体験!!「The 3rd TOUR DE NIPPON 2004」魅力を語る!!」
「The 3rd TOUR DE NIPPON 2004「バーチャル・ライド」」
「マスコミ対抗！第 4 回 30 分エコ耐

TEAM あっ！とおどろく放送局再挑戦」
「あっ！とおどろく放送局も参戦！「マスコミ対抗！30 分エコ耐」」
「The 1st TOUR DE NIPPON 2002 美しき日本の美を愛でる」
■ＤＶＤ／Ｗｅｂ
ｅｔｃ・・・
◆レプタイル ＤＶＤ ナレーション（Wick V.B.）’１４
◆「出光イーハトーブトライアル大会」DVD シリーズ ’１１～
◆アイダ設計 岩槻いろどりの杜 Web PV ラジオ DJ 役

②

≪俳優の仕事 篇≫

■映画
・「心霊 Ⅱ」（稲川淳二 監督作品）’９７
・「スーパーの女」（伊丹十三 監督作品）’９６ グロッサリー店員役
・「トキワ荘の青春」（市川準監督作品）’９６ 本木雅弘主演 手塚治虫担当編集者役
・「風の国」（戸井十月 監督作品）’９１ 医師役
・「飛ぶ夢をしばらく見ない」（須川栄三 監督 原作：山田太一）
・「あ・うん」（降旗康男 監督 原作:向田邦子）‘８９
・「嵐が丘」（吉田喜重 監督）‘８８
・「首都消失」（舛田利雄 監督）‘８７
・「観覧車のてっぺん」（１６ｍｍ） 主演
・「怪談・元気な女子大生」（１６ｍｍ） 主演
■ＴＶ＆ドラマ
・「一心太助」 (ＮＨＫ金曜時代劇 ’９９ 仲買いの留三 役 レギュラー)
・「怒る男・わらう女」 (ＮＨＫ水曜ドラマ ’９９ no レギュラー)
・「イスンボンモ・キ・トゥルフォ」 (フィリピンドラマ ’９８)
・「いのちの器」 (フジテレビ ’９８ レギュラー)
・「稲川淳二の恐怖物語」 （読売 TV ’９７ レギュラー）
・「お天気お姉さん」 （テレビ朝日 ’９７ レギュラー）
・「レイコの歯医者さん」 （ＮＨＫ ’９７ レギュラー）
・「コメディー・お江戸でござる」 (ＮＨＫ ’９６)

・「未来の海」（ＮＨＫ レギュラー）
・「旗本退屈男」（ANB）
・「男と女のエアポート」（NTV）
■ラジオドラマ
・「あの日の君にありがとう」 (ＮＨＫラジオドラマ ’９９)
・「海賊モア船長の遍歴」 (ＮＨＫラジオドラマ ’９９) 幽霊役
■舞台
・「ヘンデルとグレーテル」新国立劇場 ’９８年末公演 (世界初 魔法使い手下役)
・「キャッチ・ミー」(ミュージカル)
（堺正章 主演） シアターアプル
・「天保ねずみ伝」(時代劇)
（堺正章 主演） 明治座
・「ある晴れた５月の日のように」
主演
・「ザ・カブキ」 モーリスベジャール演出
文化庁移動芸術祭日本公演 ヨーロッパ公園参加（5 カ国 9 都市）

③

≪ＣＦ/ＣＭの仕事 篇≫

◆ヤマハ発動機 ラジオＣＭ （’０７．６月～’０８．３月）
ＩｎｔｅｒＦＭ E.O.S スペシャルバージョン 出演/ シリーズ構成/ 脚本
≪2000 年より以前≫
◆東京都広報ＣＦ メインキャラクター(上京して騙される青年役) 市川準監督
◆ヨドバシカメラ メインキャラクター
◆マッハランド（東北） メインキャラクター

④

≪イベント司会・出演・企画プロデュース 篇≫

＜2018 年＞
◆「榛名 EV フェスティバル」(8 月)MC
◆鈴鹿８耐 「ヨシムラ」in 鈴鹿サーキット MC/中継リポーター (7 月)
◆ヨシムラ 「ツーリングブレイクタイム 鈴鹿８耐直前スペシャル」(7 月) MC
◆埼玉自動車大学校オートジャンボリー2018(7 月)
◆SPANCHOOS ファンミーティング(3 月/東京ビックサイト)

＜2017 年＞
◆JAPAN INTERNATIONAL BOAT SHOW 2017 PWC ワールド【ＭＣ】 (3 月)
・PWC ワールド 【ガールズバイカー トークショー ゲスト出演】
・大阪モーターサイクルショー トライアンフブース【ＭＣ】(3 月)
・東京モーターサイクルショー トライアンフブース【ＭＣ】(3 月)
・ユナイテッドサウンド Open House PATTY 2017 【ＭＣ】(4 月)
・ＳＳＴＲ【総合司会＆ゴールリポーター】 (5 月)
・スズキファンライドフェスタ in お台場【ＭＣ】 (7 月)
・オートジャンボリー2017 CANUS【ＭＣ】(7 月)
・出光イーハトーブトライアル大会 【ゲスト出演】 (テレビ岩手/8 月)
・福島おんもしぇ祭 【総合司会】 (9 月)
・警視庁 深川警察署 交通安全ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ【遺族の手記 朗読劇演出/主演】(9 月)
＜2016 年＞
◆東京モーターサイクルショー2016(お台場ビックサイト） ＭＣ (3 月)
◆TEAM MIRAI 電動バイク試乗会 in 船橋オートレース場 ＭＣ (3 月)
◆出光・イーハトーブトライアル大会(主：テレビ岩手)ＭＣ （８月）
◆トライアンフナショナルラリー in 清里 総合司会 (9 月)
主催：トライアンフ・モーターサイクルズ・ジャパン
＜2015 年＞
◆東京モーターサイクルショー2015(お台場ビックサイト）
◆TEAM MIRAI 2015 年モータースポーツ参戦計画記者発表会 2 月
総合司会/構成・演出 主催：TEAM MIRAI (あるある City 秋葉)
◆トライアンフナショナルラリー in 清里 総合司会 9 月(in ｻﾝﾒﾄﾞｳｽﾞ清里ｽｷｰ場)
主催：トライアンフ・モーターサイクルズ・ジャパン
＜2014 年＞
◆TEAM MIRAI パイクス報告会 総合司会 12 月(あるある City 秋葉原)
主催：TEAM MIRAI
◆ヴイクトリ－＆インディアン 第一回オーナーズイベント
総合司会＆トークショー 10 月 (in ｷｬﾙﾌﾚｰﾊﾞｰ BOAT RACCE 浜名湖 )
主催：ホワイトハウス
◆ラブジアース ミーティング トークショー 10 月（in 静岡県牧之原市静波海水浴場）
◆浜松ソーラーバイクレース 司会＆トークショー 9 月（in 浜松オートレース場）
◆トライアンフナショナルラリー in 清里 総合司会 9 月(in ｻﾝﾒﾄﾞｳｽﾞ清里ｽｷｰ場)
主催：トライアンフ・モーターサイクルズ・ジャパン

◆ホテルトライアンフ オーナーズイベント 総合司会 9 月(in 八ヶ岳ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ)
主催：トライアンフ・モーターサイクルズ・ジャパン
◆「ライダーズ PIT in ふくしまスカイパーク 2014」 総合司会 9 月
主催：福島県/八重洲出版
◆岩手/出光ｲｰﾊﾄｰﾌﾞﾄﾗｲｱﾙ大会 トークショー 8 月(in 八幡平ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ)
主催：テレビ岩手
◆東京モーターサイクルショー 八重洲出版 3 月 (お台場ビックサイト）
司会/構成・演出

⑤

主催：八重洲出版

≪寄稿＆雑誌＆WEB の仕事 篇≫

◆GOODYEAR ベクターフォーシーズンズ(オールシーズンタイヤ) 対談
https://www.goodyear.co.jp/vector4monitor/discussion.html
◆Ｗｅｂ BＡＳ スパ太郎コラム≪連載中！！≫
http://www.bas-bike.jp/column/
◆Ｗｅｂ BBB コラム 実録・スパ太郎の盗難バイク奪還記≪連載中！！≫
http://www.bbb-bike.com/security/kondo/
「スパ太郎のバイクテクノロジー学園」
(次世代エネルギーで動くバイクや、バイクの最先端の技術を 連載中！)
◆Ｓｃｏｏｔｅｒ Ｄａｙｓ (ｸﾚﾀﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ) ≪連載中！！≫
「環境バイク野郎!"近藤スパﾟ太郎"の、実はオレってメカオンチ～なの！?」
◆アンダー400 (ｸﾚﾀﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ)
◆レディース バイク(ｸﾚﾀﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ)
◆ガルル（バイクブロス）
◆ダートスポーツ(造形社)
◆『トコトン楽しむ！「スポーツ自転車」の本』Vol.２（廣済堂あかつき）
【http://www.kosaidoakatsuki.jp/shuppan/mook/06941054.php】
◆SSER Web コラム『スパ太郎のあぁ♪ 東京砂漠 』
※０５年より連載 【http://www.sser.org/】にて過去ログ有り
◆Web テレ玉（テレビ埼玉 ホームページ）
「スパ太郎のダイエットチャレンジ コラム」
◆『近藤スパ太郎さんの盗難バイクテクニック』①～④
NMCA 日本二輪車協会 （オフィシャル Web サイト）
【http://www.nmca.gr.jp/joy/basic/tounan_01.html】
◆ＢＩＺ ＳＴＹＬＥ（廣済堂あかつき）

連載「近藤スパ太郎のオレは“ロハス”じゃない!?」
関連 HP：http://www.kosaidoakatsuki.jp/shuppan/bizstyle/
◆別冊 Lightning Vol.42 ヘビーデューティ・ライフ(枻出版社)
関連 HP：http://www.sideriver.com/ec/products/detail.php?product_id=6154

≪過去の寄稿＆出演≫
「ジパングツーリング」 スパ太郎インタビュー
「ａｈｅａｄ」 スパ太郎の GS チャレンジ・リポート
「月間・ガルル」スパ太郎の GS チャレンジ・リポート
「毎日新聞」
【スパ太郎の TOUR DE NIPPON 参戦記】
「地球の歩き方」チベット編

【スパ太郎のチベット旅コラム】(ダイヤモンド社)

「ラピタ」(小学館) 【特集／スパ太郎のラーメン紀行 他】
「ＰＯＰＥＹＥ」(ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ)

【旅名人 スパ太郎の旅グッツ】
【近藤スパ太郎の俺ラーメン】

「ＰＯＰＥＹＥラーメンムック本」(ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ)【近藤スパ太郎の俺ラーメン】
「Ｔａｒｚａｎ」(ﾏｶﾞｼﾞﾝﾊｳｽ)

【特集／近藤スパ太郎のロシアンラリー’01 奮戦記】
【IN THE NEWS スパ太郎 コラム】

「Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ」(エイ出版)
【特集／近藤スパ太郎のロシアンラリー’00 奮戦記】
「旅」(ＪＴＢ出版)

【特集／近藤スパ太郎の TOUR DE NIPPON’02

参戦記】

「ＢｉＣＹＣＬＥ ＣＬＵＢ」(エイ出版)
【近藤スパ太郎の実録・自転車ダイエット】
「ＡＢロード」(リクルート)

【旅の達人 近藤スパ太郎のフィリピン旅】

「ＨＹＵ！」(ヒューネット出版)【スパ太郎目線！

フィリピン映画特集】

「サイゾー」(インフォーバーン)【近藤スパ太郎コラム／ロシアンライダーの真実】
「海外生活体験旅行」(ブランカ)【近藤スパ太郎流の“旅”伝授】
「デザインライフ」(マミ・アートメディア)
【対談／近藤スパ太郎が考える日本社会におけるバイクのあり方】
「モーターサイクルインフォメーション」(社団法人 日本自動車工業会)
【近藤スパ太郎特集】
「ＥＮＧＥＮ」(新潮社) 【スパ太郎のバイクインプレッション】
「カートピア」(富士重工／スバル会員誌)【特集／スパ太郎体験！ 新宿辛い食対決】

「オートバイ」 (モーターマガジン社)【
『連載・スパ太郎の諸国漫走記』
『連載・柏おやぢの始めてのオフロード』他特集記事】
「ＯＵＴ ＲＩＤＥＲ」(学研)
【特集記事／スリランカ・チベットチョモランマツーリング・他】
「ＧＯＧＧＬＥ」(モーターマガジン社)
【特集記事／ロシアンラリー

アメリカ横断 RUTE66

スリランカツーリング】

「ＤＩＲＴ ＳＰＯＲＴＳ」(造形社)【特集記事／スパ太郎のエンデューロ体験】
「ガルル」(実業之日本社)【特集記事／チョモランマツーリング・他】
「ボーンバイカーズ」(モーターマガジン社)【近藤スパ太郎コラム・他】
「パーツＢＧ」(モーターマガジン社) 【近藤スパ太郎の盗難バイク奪還劇】
「ＣＬＵＢ ＨＡＲＬＥＹ」(エイ出版) 【連載・近藤スパ太郎の盗難バイク奪還劇】
◆その他の寄稿
「バイブス」(源)

「ヤングマシン」(内外出版社)

「ＢＩＧマシン」(内外出版社)

「ロードライダー」(立風書房)

「ＢＧ」(モーターマガジン社)
「mr．Ｂike」(モーターマガジン社)

「カスタムバーニング」(造形社)
「バイカーズステーション」(遊風社)

「モーターサイクリスト」(八重洲出版) 「別冊モーターサイクリスト」(八重洲出版)
「カスタムハーレースタイリング」(モーターマガジン社)
「ＨＯＴ ＢＩＫＥ ＪＡＰＡＮ」(ネコ・パブリッシング)

近藤スパ太郎 Website
Official Blog『Riding High ～♪』http://ridinghigh.cocolog-nifty.com/blog/
[facebook page]https://www.facebook.com/spataro.tv
[twitter]https://twitter.com/spatarotw
[Instagram] https://www.instagram.com/spatarokondo/

＝連絡先＆お問い合わせ＝
SPANCHOOS LLC,(スパンチョース)
０９０－３３１５－０８０４
E-mail gogo_spataro@yahoo.co.jp
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸１－１８－６チュリス桜上水３０４

