アメリカザリガニ(芸歴25年)
■経歴
1994年、高校の同級生同士で結成。
デビュー後すぐに関西の賞レースを
総なめにし、上京。第1回M-1グランプリ第3位。
NHK「爆笑オンエアバトル」16回挑戦し16回OA
を獲得！現在も東京・大阪で単独ライブを開催
し精力的に活動中。
◆アニメ・漫画・ゲーム
マンガ・ゲーム・アニメをこよなく愛し、
その知識量と愛情は、お笑い界ナンバーワン！
アニメ・マンガ・ゲーム界隈で、
好きなことして生きてる芸人として活動中。

アニメ・漫画・ゲームはアメザリ!
年間でネット番組出演本数が350本超え！

■Point

◆アニメ・漫画・ゲームの豊富な知識と愛情がある芸人だからこそできるMC‼
◆声優・漫画家との交友関係が広く相性もバッチリ！
◆お笑いタレントでありながら、、、
声優業・漫画家・ゲーム実況・クリエイターなど多彩に活動中！
■現在のレギュラー
声優）NHK Eテレ
「はなかっぱ」（柳原）
（月）～（金）7:15～7:25、17:30～17:40
声優）NHKBSプレミアム
「おとうさんといっしょ」（柳原:キャラクター出演） 毎週日曜8:00～8:29
ニコニコ生放送、YOUTUBE
「木曜だからゲッチャ」（柳原）
毎週木曜21:00～23:30
ニコニコ生放送、YOUTUBE
「カプコンTV！」（平井）
毎月第1・第3水曜20:00～22:00
ニコニコ生放送、YOUTUBE他 「スーパーピコピコクラブ」
毎週日曜22:00～
あにてれ
「ニパ子のアルティメットラジオ」 （柳原） 毎週金曜20：00～
OPENREC.tv
「レクニャンのゲーム部屋」（平井：キャラクター出演） 毎週月曜18:30～20:00
■連載
集英社 「最強ジャンプ」（平井）
■脚本
NHKBSプレミアム 「おとうさんといっしょ」（柳原）

毎週日曜8:00～8:29

柳原哲也（やなぎはら てつや）
■プロフィール
・昭和47年9月1日生
・大阪府出身／０型
・ツッコミ担当。
・身長170cm／体重68kg
・趣味：アニメ・マンガ・ゲーム
サッカー・ゴルフ・ツッコミ
・独身（未婚）
・ガラケーを愛用
・大阪マラソン42.195㎞完走(2018年)
・twitter：@amezariyanagi
ハイトーンボイス（3オクターブの衝撃）で、
相方のボケから道端の石まで、目に入るもの全てに
ツッコむ、松竹芸能のツッコミキング。
NHK「はなかっぱ」「おとうさんといっしょ」、
テレビ東京「ボンバーマンジェッターズ」、OVA
「新テニスの王子様」など声優としての出演も多数。
■Point
■ボイスサンプル
◆MCや共演者のフォローはお任せください！
QRコード
◆おじさんですが、、、
ハイトーンの可愛い声で声優してます！
◆アニメ漫画など作品のプレゼン能力！◎
◆特技はアニソン！歌唱力を活かしたアニソン漫才は必見。
◆NHK「おとうさんといっしょ」ではキャラ出演と並行して番組
の脚本も担当しています！

■演じている可愛いキャラクター（一部）

平井善之（ひらい よしゆき）
■プロフィール
・昭和48年年3月12日
・大阪府出身／A型
・身長173cm／83kg
・趣味・特技

アニメ、漫画、ゲーム、IT、VR
・twitter：@amezari_hirai
ゲーム実況・動画配信に人気があり、

出演する配信番組は年間250本以上。
クリエイターとしても活動し、ニンテンドー3DSソ
フト「レンタル武器屋deオマッセ」(レベルファイ
ブ)ゲーム制作。
集英社「最強ジャンプ」で連載していた漫画家

「ザリパイ先生」の４コマ漫画が単行本化。
また、UAEアブダビの日本カルチャーイベント
「ANI:ME」に唯一のゲームブースで参加(2016年
10月)。さらにはVRを使ったお笑いコンテンツの
制作に取り組むなど、メディアを超えて活動中。
■Point

◆芸人・漫画家・声優・クリエーターといった多才な活動。
◆ゲーム業界の知識とMCや実況・プレゼンの能力！
◆番組の企画書提出もさせていただきます！
◆eスポーツチーム「Radical Stormerz」代表。
◆株式会社アセカクで配信や番組・Vチューバーの制作もできます！
■演じているキャラクター（一部）

過去のイラスト作品 作：平井

過去のアニメを中心とした声優としての出演
◆テレビアニメ
Dr.リンにきいてみて!（2001年3月5日 - 2002年2月25日、テレビ東京） - タコヤキ（柳原）
ボンバーマンジェッターズ（2002年10月2日 - 2003年9月24日、テレビ東京） - ガング（柳原）、ボンゴ（平井）
おねがいマイメロディ（2005年4月3日 - 2006年3月26日、テレビ大阪） - 飛田（柳原）
天才? Dr.ハマックス（2007年、ファミリー劇場） - 社長（柳原）、ペンギン（平井）
夏目友人帳 第五話「心色の切符」（2008年8月4日、テレビ東京） - さんと（平井）、みくり（柳原）
獣の奏者 エリン（2009年1月10日 - 12月26日、NHK教育） - モック（柳原）
こちら葛飾区亀有公園前派出所（フジテレビ）
第238話「魔法のヤカン」（2001年） - 魔法のヤカン（柳原）
第292話「飛べ! ショルダーコプター」（2002年） - チャッピー（柳原）、アホースタン国王（平井）
イナズマイレブン（テレビ東京） - ネッパー（柳原）、ボンバ（平井）
遊☆戯☆王5D's（テレビ東京） - イェーガー（柳原）
家庭教師ヒットマンREBORN!（テレビ東京） - スカル（柳原）
はなかっぱ（NHK教育） - カラバッチョ（柳原）、ももかっぱの父（柳原）、つねなりの父（平井）
ジュエルペット てぃんくる☆（テレビ東京） - アイアムペン（柳原）
クッキンアイドル アイ!マイ!まいん!（NHK教育） - スカラベ（柳原）
ひめチェン!おとぎちっくアイドル リルぷりっ（テレビ東京） - 魔法の鏡（柳原）
あらしのよるに 〜ひみつのともだち〜（2012年、テレビ東京） - ザック（柳原）
探検ドリランド（2012年、テレビ東京） - ヤーダス（柳原）
探検ドリランド -1000年の真宝-（2013年、テレビ東京） - メッキ（柳原）
ガイストクラッシャー（2013年、テレビ東京） - 油屋デン助（柳原）
ビーストサーガ（2013年、テレビ東京） - マンタレイ（柳原）
Go!Go!家電男子（2013年、ひかりTV） - たこ焼き器（平井）
ドラゴンコレクション（2014年、テレビ東京） - ブラン・モン（柳原）
遊☆戯☆王ARC-V（2016年、テレビ東京） - イェーガー（柳原）
B-PROJECT（2016年）- プロデューサー（柳原）
カミワザ・ワンダ（2016年）-パン田竹蔵（柳原）
◆劇場アニメ
サウスパーク/無修正映画版（1999年、パラマウント映画） - エリック・カートマン（柳原）、シェフ（平井）
あらしのよるに（2005年、東宝） - ビッチ（柳原）、ザク（平井）[注 13]
10thアニバーサリー 劇場版 遊☆戯☆王 〜超融合!時空を越えた絆〜（2010年、NAS） - アメパイ（柳原）、ザリパイ（平井）
グスコーブドリの伝記（2012年、ワーナー・ブラザース映画） - 世界裁判所の羊男（柳原）
カラフル忍者いろまき（2016年） - 橙巻 役（柳原）[12]
OVA
新テニスの王子様OVA3 伝説を継ぐ者たち（2012年） - 原哲也（柳原）、平善之（平井）
一発必中!! デバンダー（2012年） - ウルテ・ミノ（柳原）、プップギ・バリ（平井）
新テニスの王子様 OVA vs Genius10（2014年） - 原哲也（柳原）、平善之（平井）
Webアニメ
イナズマイレブン アウターコード（2016年） - 熱波夏彦（柳原）、本場激（平井）
◆ゲーム
つっこみ養成ギプス ナイス★ツッコミ（2002年7月12日、メトロ）
レイトン教授と悪魔の箱（2007年11月29日、レベルファイブ） - ハムスター（柳原）、クロイ（平井）[注 14]
龍が如く 見参!（2008年3月6日、セガ） - 籠屋（柳原、平井）
レイトン教授と最後の時間旅行（2008年11月27日、レベルファイブ） - ナゾービー（柳原）、ボストロ（平井）
遊☆戯☆王 ファイブディーズ Wheelie Breakers (ウィーリーブレーカーズ)（2009年3月26日、コナミデジタルエンタテインメント） - イェーガー（柳原）
遊☆戯☆王ファイブディーズ タッグフォース5（2010年9月16日、コナミデジタルエンタテインメント） - イェーガー（柳原）
遊☆戯☆王5D's Duel Transer（2011年4月21日、コナミデジタルエンタテインメント） - イェーガー（柳原）
遊☆戯☆王ファイブディーズ タッグフォース6（2011年9月22日、コナミデジタルエンタテインメント） - イェーガー（柳原）
イナズマイレブン ストライカーズ（2011年7月16日、レベルファイブ） - ネッパー（柳原）、ボンバ（平井）
二ノ国 白き聖灰の女王（2011年11月17日、レベルファイブ） - ニコ（平井）、プッチ（柳原）
ガイストクラッシャー（2013年12月5日、カプコン） - 油屋デン助（柳原）
ブレイブリークロニクル（2016年8月、ハンゲーム） -シア（平井）・ゼフィ（柳原）
スーパーボンバーマン R（2017年3月3日、コナミデジタルエンタテインメント）- マグネットボンバー（柳原）、ゴーレムボンバー（平井）[13]
◆映画
ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟（2006年、松竹）[注 15]
ヤッターマン（2009年、松竹） - 1カットほど出演していたのだが、出演シーンはカットされている（2009年3月7日放送の「スレッドキングABC」にてこの事が語られてい
る。）[注 16]。
牙狼-GARO- 〜蒼哭ノ魔竜〜（2013年、東北新社） - エサルト（柳原：声の出演）
はなかっぱ 花さけ!パッカ〜ん♪ 蝶の国の大冒険 - カラバッチョ（声の出演）
◆CM
資生堂 uno（2005年）
カプコン モンスターハンターG (Wii) （2009年） - アイルー（柳原）、プーギー（平井）
カプコン モンスターハンター4 「3匹の子ブタ」篇（2014年） - 水色の服の子ブタ（柳原）、オオカミ（平井）

アニメ・ゲーム関連イベント出演実績（一部）
ハンドレッド『GARDEN'S FESTA』 三郷市文化会館大ホール
SANKYO｢フィーバー機動戦士Zガンダム発売記念 導入直前ファンイベント｣
さいたま市民会館「将国のアルタイル」
ドラマ「賭ケグルイ」放送記念イベント
闘会議2018「ドラゴンボールファイターズ」幕張メッセ
代々木八幡-新宿 「ドラマ『賭ケグルイ』放送記念」
「ラストピリオドファン感謝祭」
AnimeJapan2018「KLabGamesステージ」
AnimeJapan2018「あにてれブース」
AnimeJapan2018 刃牙ステージMC
AnimeJapan2018 レベルファイブブース
「SERVAMP」イベント＠舞浜アンフィシアター
AnimeJapan2018「抱かれたい男1位に脅されています。」ステージMC
劇場版サーヴァンプ舞台挨拶
「LOVE&ART FAMILY MTG2018」「OVER the WAVE!リリースイベント」
ニコニコ超会議2018 超歌舞伎交流祭MC
ニコニコ超会議2018 あるゾンビ少女の災難 トークショーMC
消滅都市イベント
Vジャンプ創刊25周年記念 超感謝祭
カプコンＴＶ!
ポンコツクエスト シーズン4
「あにてれ情報局AtoZ」
「あにてれ情報局Z」
「23/7生放送」
ニコ生「ホッカホカだね！Vジャンプ！！！」
FFエクスヴィアス公式生放送～情報の間～
ニコニコ生放送「ラストピリオド生放送」
AbemaTV「シュタインズ・ゲート ゼロ」
モンスターハンターラジオ「良三の部屋」
電人☆ゲッチャ
「エルソード 公式決闘大会」
「戦国炎舞-KIZNA-」KIZNAアワード表彰式
東京おもちゃショー2018「あにてれブース」
NHK「はなかっぱ」プラネタリウム
カプコンＴＶ!『モンスターハンター：ワールド』緊急生放送
ちょいカプTV！
ニコニコ生放送「アラド戦記」
「ポンコツクエスト シーズン5」
ニコニコ生放送「かんぱに☆ガールズ 夏の緊急発表特番」
AbemaTV「レクニャンのゲーム部屋」
ニコニコ生放送「抱かれたい男1位に脅されています。」ニコ生情報局
幕張メッセ「ワンフェス」セガブース
ニコ生 劇場版フリクリ公開記念「ふたりはフリクリ ひとりはアメザリ」
ニコニコ生放送「BLEACH Brave Souls3周年記念 ”卍解” 生放送」
LINEガンダムウォーズ2周年記念生放送
テレビ東京「あにレコTV」
舞浜アンフィシアター「僕10」イベント
劇場版「フリクリ プログレ」完成披露上映会
「あにてれ情報局Z夏コミ出張所」
「あにてれ情報局A夏コミ出張所」
FFエクスヴィアス ロケ
FOD「世界をマンガでハッピーに！～セカハピ～｣
「スターリィパレット×一血卍傑‐ONLINE‐～夏の大発表会～」
ニコニコ生放送「エルソード」

劇場版「フリクリ プログレ」完成披露上映会
「劇場版夏目友人帳～うつせみに結ぶ～」舞台挨拶
カプコンTV！TGS特番
「あにてれ情報局Z京まふ出張所」
「あにてれ情報局A京まふ出張所」
ニコニコ生放送「かんぱに☆ガールズ 4周年記念生放送」
「KLabGAMES BLEACHブレソルステージ」TGS2018
カプコンTV！TGS2018
幕張メッセ TGS2018 Vジャンプブース
「抱かれたい男1位に脅されています。」先行上映会
「ソード・アート・オンライン」先行上映会
B-PROJECT on STAGE 『OVER the WAVE!』REMiX Blu-ray&DVD 発売記念イベ
WAVE!!制作発表会
ニコニコ生放送「御城プロジェクト：RE」
「抱かれたい男1位に脅されています。」声優出演
Anime X Game Festival in Seoul
「revisions リヴィジョンズ」S.D.Sミーティング
TOKYOMX「EVO Ｊａｐａｎ2019スペシャル！」
ニコ生DMM「アイギス」
ニコニコ生放送「ARTILIFE人工生命体験生放送」
LINEガンダムウォーズ「機動戦士ガンダムNT」公開直前生放送
NHKEテレ あはれ！名作くん
NHK総合テレビ放送アニメ「ピアノの森」Blu-ray&DVD発売記念イベント
「パタリロ！」40周年＆100巻記念イベント「魔夜会」
ジャンプフェスタ2019「Vジャンプ抽選会ステージ」
FFエクスヴィアス3周年記念ファン感謝祭
AbemaTV「にじくじ新春3時間SP2019」にじさんじのしちじじゅうじ～やられる前に
やれ～
ＮＨＫ「バーチャルのど自慢」アメリカザリガニ出演料
TOKYOMX「EVO Ｊａｐａｎ2019スペシャル！」アメリカザリガニ平井出演料
ニコニコ生放送「ラストピリオド大忘年会スペシャル（公開生放送）」
あにてれ情報局AtoZ公開生配信
「抱かれたい男1位に脅されています。」BD/DVD第5巻音声特典
ニコ生「プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド」
ニコ生「年忘れ!BLEACH Brave Souls〝卍解〟生放送 年末スペシャル 2018!!」
ニコニコ生放送「B-PROJECT～絶頂＊エモーション～」
Vジャンプチャンネル「マナティブイのドラクエ奮闘記！」

