
室元気 1　

室  元気
 Muro  Genki

● 7月31日 A型

● 宮城県出身

● T:169㎝ S:26.5㎝

● 趣味: 水泳、京王線

● 特技: たくさん寝られる

● 資格: 秘書技能検定２級

アニメ

『ブラッククローバー』(マグナ・スウィング役) 『機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ』(デルマ役)

『BEASTARS』(ドーム役) 『Dr.STONE』(ガンエン役)

『ダイヤのA』(佐々木小太郎役) 『Re:ゼロから始める異世界生活』(チン役)

『けだまのゴンじろー』(たっつん役) 『攻殻機動隊SAC_2045』(ウオトリシンヤ役)

『デカダンス』(ムンディ役) 『最響！カミズモード』(名凱烈役)

『イナズマイレブンGO』(隼総英聖役) 『DAYS』(笠原淳平役)

『夢王国と眠れる100人の王子様ショート』(咲間役) 『斉木楠雄のΨ難』(村田修二役)

『この音とまれ！』(鳳月怜治役) 『信長の忍び』(森長可役)

『異世界チート魔術師』(ミストフォロス役) 『ナナマルサンバツ』(中澤藤一郎役)

『WILD ADAPTER』(石原役) 『星刻の竜騎士』(マクシミリアン・ラッセル役)

『Another』(猿田昇役) 『翠星のガルガンティア』(ヘリック役)

『トータル・イクリプス』(ヤーコフ・ニジンスキー役) 『放浪息子』(谷口役)

『金田一少年の事件簿Ｒ』(佐竹役) 『妖怪アパートの幽雅な日常』(川島役)

『花咲くいろは』(円光寺敏明役) 『ポヨポヨ観察日記』(鈴木浩太、つくだに役)

『ログ・ホライズン』(タロ役) 『凪のあすから』(飯塚剛役)

『名探偵コナン』 『おじゃる丸』

『忍たま乱太郎』 『Go!プリンセスプリキュア』

『魔法つかいプリキュア！』 『ホリミヤ』

『怪病医ラムネ』 『五等分の花嫁∬』

『2.43 清陰高校男子バレー部』 『スタミュ』

『ＭARGINAL#4 KISSから創造るBigBang』 『いつだって僕らの恋は10センチだった。』

『ムヒョとロージーの魔法律相談事務所』 『鹿楓堂よついろ日和』

『覆面系ノイズ』 『好きっていいなよ。』

『マクロス△』 『遊☆戯☆王ARC-V』

『とある魔術の禁書目録lll』 『リトルバスターズ!』

『Charlotte』 『食戟のソーマ』

『僕たちは勉強ができない』 『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。』

『モンスターストライク』 『ブレンド・S』

『えんどろ～！』 『四月は君の嘘』

『クラシカロイド』 『宇宙よりも遠い場所』

『ヒナまつり』 『機巧少女は傷つかない』

『ゾイドワイルド』 『selector infected WIXOSS』

『プリンセス・プリンシバル』 『やがて君になる』

『りゅうおうのおしごと！』 『こみっくがーるず』

『臨死!!江古田ちゃん』 『ナンバカ』

『AKB0048 next stage』 『君と僕。』

『セイクリッドセブン』 『WWW.WORKING!!』

『魔乳秘剣帖』 『あの夏で待ってる』

『エリアの騎士』 『DOG DAYS'』

『一週間フレンズ。』 『天体のメソッド』

『落第騎士の英雄譚』 『少女たちは荒野を目指す』

『ヘヴィーオブジェクト』 『ゲーマーズ！』

『快盗天使ツインエンジェル　キュンキュン☆ときめきパラダイス！』 『ベン・トー』

『アリスと蔵六』 『魔法戦争』
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アニメ

『黄昏乙女×アムネジア』 『はぐれ勇者の鬼畜美学』

『ガイストクラッシャー』 『純潔のマリア』

『アクティヴレイド-機動強襲室第八係-』 『ブブキ・ブランキ』

『ジュエルペット　あたっくちゃんす！？』 『キャノンバスターズ』

ゲーム

『ダンキラ!!!－Boys,be DANCING!－』(夜野零士役) 『ぷよぷよクエスト』(ストルナム、ルクス、ナルカミ、ディニ役)

『白猫プロジェクト』(ブライ・マグマイア、ケニー役) 『ジャックジャンヌ』(鳳京士役)

『モンスターストライク』(アラミタマ役) 『凍京NECRO』(臥龍岡早雲役)

『龍が如く7 光と闇の行方』(猪狩役) 『プリンス・オブ・ストライド』(湊柊護、戸丸寛助役)

『一血卍傑』(バク役) 『遊☆戯☆王 デュエルモンスターズ 最強カードバトル！』（ストロング十九役）

『エンゲージソウルズ』(ユキノジョウ役) 『メイプルストーリー』(ジェロム役)

『エピックセブン』（チャティ、スヴェン役） 『ウィザーズシンフォニー』(紅紫翠役)

『軍靴をはいた猫』(ウィロウ役) 『CARAVAN STORIES』(メルロ役)

『幻獣契約クリプトラクト』(スラッジ、サイラス役) 『シルヴァリオ ヴェンデッタ -Verse of Orpheus-』（シン・ランスロー役）

『荒野のコトブキ飛行隊 大空のテイクオフガール！』(トニー役) 『グランドサマナーズ』(ゼクト役)

『決戦！平安京』(大司命役) 『陰陽師』(安珍役)

『アラド戦記』(ビファラン役) 『ガールカフェガン』(差出人役)

『怪盗夜想曲～ファントムノクターン』(ウィリアム役) 『巨影都市』(新川直紀役)

『revisions next stage』（バン役） 『魔女と百騎兵２』(ヤック役)

『ファイトリーグ』 『でみめん』(バド役)

         (TurntableMasterヴァン、チョップチョップ・チョッパー役) 『１８』(ヨッド、速水悠斗、空想作家タクミ役)

『ソラとウミのアイダ』(シグムント、ヘルメス役) 『天空のクラフトフリート』(ムスカール、アラン、ジェイ役)

『サウザンドメモリーズ』(カリュオ役) 『WHITE ALBUM2』(吉田役)

『COLOR PIECEOUT』（アレックス役） 『ミラーズクロッシング』（バレル役）

『メザマシフェスティバル』(ローラン、エリック役) 『潜空のレコンキスタ』(ロザロ役)

『戦国闘檄～バーニングスピリッツ～』(十河存保役) 『麻雀闘牌コロシアム』(オニオロス、ロッキオ役)

『グランブルーファンタジー』 『遊戯王デュエルリンクス』

『プリンセスコネクト』 『Fate/hollow ataraxia』

『Days Gone』 『とある魔術の電脳戦域』

『十三支演義 ～偃月三国伝～』 『ダンまち～メモリア・フレーゼ～』

『十三支演義 ～偃月三国伝2～』 『Rewriteオカ研活動記録外伝』

『d×2 真女神転生リベレーション』 『プリンスpiaキャロット』

『真剣で私に恋しなさい!!Ｒ』 『T.P.さくら~タイムパラディンさくら~』

『誰が為のアルケミスト』 『エンドライド-X fragments-』

吹替え

『保健教師アン・ウニョン』(ホン・インピョ役) 『マイヒーリングラブ』(パク・ワンスン役)

『麗～花萌ゆる８人の王子～』(ペガ役) 『サイテーでサイコーの週末』(ゼッド役)

『ザ・ベビーシッター 』『ザ・ベビーシッター～キラークイーン～』 『ハイスクールミュージカル ザ・ミュージカル』(セブ役)

                                                (コール・ジョンソン役) 『work it～輝けわたし！～』(ジュリアード役)

『HUMANS』(アナトール役) 『マイ・インターン』(ジャスティン役)

『SMASH』(エリス・ボイド役) 『THE FLASH』(ロブ役)

『ノーマル・ピープル』(ジャック役) 『ザ・ラストシップ』(コセッティ役)

『デビアスなメイドたち』(エディ役) 『メイズ・ランナー』(ウィンストン役)

『スーパーガール』(ロブ役) 『モンスターハント2 王の末裔』(宋天蔭役)

『ザ・シークレット 希望を信じて』(グレッグ役) 『iゾンビ』(キャプテン・シアトル役)

『ブラックライトニング』(トッド・グリーン役) 『ホワイトプリンセス エリザベス・オブ・ヨーク物語』(テディ役)

『ハイ・フィデリティ』(シェーン役) 『Love,サイモン17歳の告白』(ブラム役)

『レゴフレンズ』(イーサン役) 『エルフと不思議な猫』(エルフ役)

『ビッグウィッシュ魔法に願いを』(ホルヘ役) 『レイチェル:黒人と名乗った女性』(フランクリン役)

『ロクサーヌ、ロクサーヌ』(ナジル役) 『ザ・サイレンス』(ロブ役)

『THE 100』(デレク役) 『パトリオット・ウォー ナチス戦車部隊に挑んだ28人』（センギルバエフ役）　　

『ザ・タワー 超高層ビル大火災』(イ・ソヌ役) 『孫悟空の遊勇伝』(シルバー役)

『ヘムロックグローブ』(タイラー役) 『ドックはおもちゃドクター』(オービル役)

『ジグザグキッドの不思議な旅』(ピエール役) 『プロジェクト・ランウェイ9』(オリヴァー・グリーン役)

『ライ・トゥ・ミー　嘘は真実を語る』(ジョン役) 『おさるのジョージ』(ジューシージェイ役)

『シークレット・サークル』(イアン役) 『グレイズアナトミー』

『キャッスルロック』 『FBI 失踪者を追え!』

『ジェシー！』 『リーサルウェポン』

『シェキラ！』 『シェキラ！』

『レゴシティ』
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ドラマCD

『レムナント-獣人オメガバース-』(バロン役) 『スモーキーネクター』(町谷幸市役)

『理性的パーバートロマンス』(嘉久優人役) 『おやすみアイドルくん』(佐藤役)

『ハローモーニングスター』(西崎役) 『サラブレッドはなびかない』（司馬の父役）

『FLESH&BLOOD』(ヴィレム役) 『大奥』(和田正隆役)

『十五少年漂流記～二年間の夏休み～』(ウェップ役) 『恋じゃないけど』

『思い違いが恋の種』 『なまいきざかり。』

『うそカノ』 『神様のメモ帳』

同人ドラマCD『まんがくっど』(平川隼人役)

その他

【劇場アニメ】『SHIROBAKO』(宮田憲之、中井友一役)

【劇場アニメ】『羅小黒戦記』(イフー役)

【劇場アニメ】『コードギアス　亡国のアキト』(アラン・ネッケル役)

【劇場アニメ】『フリクリ プログレ』

【劇場アニメ】『サカサマのパテマ』

【劇場アニメ】『アルモニ』

【劇場アニメ】『UNDER THE DOG Jumbled』

【ボイスドラマ】『同棲花盛り』(碧山チアキ、朱里ナツキ役)

【ボイスドラマ】『武装中学生』(高津ヨウジ役)

【パチスロ】『政宗2』(ウキタ役)

【広告】城崎広告(下屋敷一朗役)

【WEB PV】『猫がくれたまぁるいしあわせ』

【再現VTR】『日曜THEリアル』

【ボイスオーバー】『news23』

【WEB PV】『めちゃコミック』

【VP】『高松建設』

【VP】『JPXアカデミー』

【朗読劇】『レスティリズム』(ターコイズ役)

【朗読劇】『Letter～あなたの生きる世界に僕はいた～』(大島健也役)

【朗読劇】『RAMPO in the DARK』

【VOMIC】『エニグマ』(祀木ジロウ役)

【オーディオブック】『影踏み』(久能新一郎役)

【キャラクターボイス】『狼牙と弾丸』(西園寺飛鳥)

【Webラジオ】『室元気と鈴木裕斗のチョクラジ！』

【Webラジオ】『こだ×むろのべしゃりLOVERS』

【作詞・歌唱】『お心中りの方』

※太字はメイン役です

株式会社リマックス

〒107-0052  東京都港区赤坂8-11-19  エクレール乃木坂305    TEL：03-3478-6006  FAX：03-3478-6011

ウェブサイト：http://www.remax-web.jp


