菱沼 康介

ヒシヌマ コースケ
1974 年生まれ 東京都台東区出身。
東京工芸大学卒。日本映画学校卒。
映画家と称し、監督、プロデュース、企画、脚本、舞台演出、
助監督などで、多くの映画、ＴＶ作品などに携わる。
主な作品：
『スパイ・ゾルゲ』、『みすず』、『仮面ライダー 響鬼』
『大河ドラマ・北条時宗』
『サッポロビール 135 周年 CM
～ないものはつくるしかない～』
『JTB100 周年キャンペーン』ほか
映画『ゴジラ』などの脚本家・三村渉と、
ＣＭなどで活躍する演出家・村本天志に師事。

<< 略 歴 >>
【2002 年】
田辺マモルの音楽クリップ集『田辺マモルのインディーズ・ビデオ』（監督・製作）が認められ、
同人のメジャー・シングルＣＤのＰＶ、及びＴＶＣＭでデビュー。
監督・脚本・製作・撮影他を務めた自主制作映画『つづく』
→【第 24 回ぴあフィルム・フェスティバル】にてグランプリと観客賞を受賞。
以後、映画監督だけでなく、音楽 PV、CM、TV、舞台の演出家、商業作品のプロデューサー、
脚本家、企画家、俳優などとして、キャリアを積む。
【2009 年】
ＮＨＫレギュラー番組 『大人のジョーシキ大学 ワンセグ校』 （企画、メイン・ディレクター）
エイベックス社製作 映画『はじめての家出』（監督・脚本）劇場公開。
→国内６つの映画祭にて公式上映。第一回ＴＡＭＡ映画賞にて主演女優賞を金澤美穂が受賞。
読売新聞の【小中学生のための映画鑑賞】対象作品に選出など
アリエス社製作 映画『最期のチャンス』（監督・脚本）公開。
【2011 年】
キングレコード社製作 映画『くノ一忍法帖 影ノ月』（監督・脚本）（原作：山田風太郎）劇場公開。
→興行、ソフトともにヒットを記録。YouTube で予告編が３００万アクセス突破。
アメリカで『Lady Ninja - Reflections of Darkness』として発売、IMDb にて★8 の評価を獲得
【2012 年】
ポニーキャニオン社製作 映画『ライフ・イズ・デッド』（監督・脚本）（原作：古泉智浩）劇場公開。
→好評により 2 度の上映延長
現在、2013 年に公開予定の劇場用映画を準備中。

（担 当 携 帯 ：安 住 080-1058-9971）
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-3-1-1001
http://www.azul.cc/ e-mail: info@azul.cc TEL: 03-6276-7627 FAX: 03-6276-7767

※※※※※※※※※※※※※※※※※ 【☆主な作品歴☆】 ※※※※※※※※※※※※※※※※※
（末尾の数字は製作年。【 】は賞歴など）
▽監督／商業作品▽
「東京６０WATTS 東京１００万ボルト vol.２」（ライブでの幕間用映像）
「田辺マモルのインディーズ・ビデオ」 （音楽ＰＶ集）
「いっしょに寝たけど何もしなかった ＜田辺マモル＞」“共同監督”（ＰＶ）
「いっしょに寝たけど何もしなかった ＜田辺マモル＞」（ＴＶ用ＣＭ）
「ソックス ＜田辺マモル＞」（ＰＶ）
「FLY! ＜IRONIC＞」（ＰＶ）
「目白通りいつも通り ＜東京 60WATTS＞」（ＰＶ）
「東京ジョー」（短編映画）
【シネマ下北沢にて、劇場公開】
「ブラッディ・ナイト・ア・ゴーゴー」“共同監督”（Ｖシネマ）
「ＷＥＥＫＥＮＤＳ ＜烈火斬＞」（ＰＶ）
「二丁目のキング ＜烈火斬＞」（ＰＶ）
「ＡＷＡＹ ＜烈火斬＞」（ＰＶ）
「ＴＨＥ ＦＩＧＨＴ‘ＩＮ ＲＯＡＤ ＜IRONIC＞」（ＰＶ）
「最期のチャンス」 （長編映画）
「はじめての家出」 （長編映画）
「「遠距離デート」」 （短編映画） 【ＲＥＤＯＮＥカメラ デモ】
「空のチューブ」 （短編映画）
【ＲＥＤＯＮＥカメラ デモ】
「くノ一忍法帖 影ノ月」 （長編映画）
「ライフ・イズ・デッド」 （長編映画）

25 分、01
27 分､01
3 分、02
30 秒、02
3 分、03
4 分、03
4 分、03
10 分、03
60 分、04
5 分、04

5 分、04
5 分、04
6 分、05
【2009 年 2 月公開】 90 分、09
【2009 年 2 月公開】 100 分、09
4 分、09
5 分、10
【2011 年 6 月公開】 86 分、11
【2012 年 2 月公開】 94 分、11

～その他、LIVE 用、ＤＶＤマガジン用の映像など多数～
▽映像演出▽
「トリック・スター 鈴鹿 8 耐」 （ドキュメント・バラエティ）
「大人のジョーシキ大学 ワンセグ校」（ＮＨＫ）（メイン・ディレクター） 全 20 回
「kara-fit(カラフィット)ダンスダイエット」 （VP）
「JTB 2012 夏旅ハワイ キャンペーン VP」（VP）（主演：武井咲）

27 分、08
09
10
6 分、12

▽舞台演出▽
「お別れの日 －東京俳優市場二〇〇七 冬の陣－」（共同で戯曲も）
「駅：オーバー・ザ・ヘウ゛ン －東京俳優市場 2008 夏－」（共同で戯曲も）
「０点、もしくは満天の星」 （戯曲も）

40 分、07
30 分、08
30 分、09

菱沼康介作品歴 1

▽監督／自主制作▽
「したたかツバメは南下中」 （16mm フィルム、短編映画）
「割れない皿」 （短編映画）

5 分、94
30 分、95

「つづく」 （中編映画）
【第 24 回ぴあフィルムフェスティバル・グランプリ受賞】
「おわり」 （長編映画）
「（ヴィデオの手紙）」 （短編映画）
「我、ナベに閉じ蓋」 （中編映画）
「いたこの休日 ～ＺＯＮＥ１～」 （短編映画）
【さっぽろ映画祭招待上映】
「烏は鳴いているか？－フィルム・メモワール－」 （短編映画）
【ｵﾑﾆﾊﾞｽ映画・劇場公開】
「氣配」 （短編映画）
【国内映画祭 2 か所で、上映】
「ありふれたアフレイド」 （短編映画）
【国内映画祭 2 か所で、上映】
「見えない幸せ」 （短編映画）
【国内映画祭 2 か所で、上映】

47 分、01
70 分、02
12 分、02
39 分、03
9 分、03
17 分、06
4 分、10
10 分
8 分、10

▽プロデューサー▽
「キル・鬼ごっこ」 （Ｖシネマ）
「ブラッディ・ナイト・ア・ゴーゴー」 （Ｖシネマ）
「死づえ 呪縛病棟」 （長編映画）
「死づえ２ 呪われた十字架」「死づえ３ 呪縛病棟」 （Ｖシネマ）
「フィルム・メモワール」 （オムニバス映画）
▽企画・リサーチャー▽
『ＲＱ』 （アニメ）
『バクダン』 （Ｖシネマ）
『リング２』 （映画）

87 分､04
60 分、05
【2006 年 5 月劇場公開】 100 分、06
各 60 分、06
【2006 年 2 月劇場公開】 57 分、06

《プラネットラボ》
《アズバーズ》
《エース・ピクチャーズ》

95
96
97

『死者の学園祭』 （映画）
《エース・ピクチャーズ》
『怪談幽霊坂』 （映画）
《エース・ピクチャーズ》
『北条時宗 －大河ドラマ－』 （ＴＶドラマ）
《ＮＨＫ》
『サイコドクター』 （ＴＶドラマ）
《ＴＢＳ／アズバーズ》
『闇からの脅迫者：美人探偵朝岡彩子事件ファイル』 （ＴＶドラマ） 《テレパック》
『ゴジラ対メガギラス』 （映画）
《東宝》
『ゴジラ －アニメーション－』 （映画）
《東宝》
『リアル鬼ごっこ』 （映画）
《アムモ》
『七人の剣豪』 （映画）
《ベンテン・エンタテインメント》
『湾岸ミッドナイト』 （映画）
《ベンテン・エンタテインメント》

98
99
00
01
01
01
03
03
03
03

『OPOP（オプオプ）」 （映画）
『幻想動物園』 （映画）
『カイジュー・ラジラ』 （アニメ）
『ガンバレ！加トちゃん』 （アニメ）
『藤子・Ｆ・不二雄ＳＦ企画』 （映画）
『電夢時空』 （映画）
『帰宅部 ＧＯ！ＨＯＭＥ』 （映画）

04
04
05
07
07
07
07

《東宝》
《東宝》
《ダイナメソッド》
《オッヂ》
《オッヂ》
《オッヂ》
《エイベックス》

菱沼康介作品歴 2

『ボーイッシュ』 （映画）
『湾岸フルスロットル１・２』 （Ｖシネマ）
『わたしが子どもだったころ ～漫画家・島本和彦～』

《エイベックス》
《クロックワークス》
《グループ現代》

07
08
08

『わたしが子どもだったころ ～女優・朝丘雪路～』
『くノ一ハイスクール』 （映画）
『消えていく９人の女』 （映画） （共同：中村公彦）
『ダメ名言』
（TV 番組）
『スパイダーウーマン』
（映画）
「大人のジョーシキ大学 ワンセグ校」（ＮＨＫ）
『くノ一忍法帖 忍法忠臣蔵』 （映画）
『くノ一忍法帖 忍法月影抄』 （映画）
『わが家の地デジ奮闘記～鈴木さん親子のその日～』
『履き忘れた片方の靴』 （映画）（共同：中村公彦）

《グループ現代》
《クロックワークス》
《クロックワークス》
《グループ現代》
《SDP》
《Ｔ．Ｏ．エンタテインメント》
《Ｔ．Ｏ．エンタテインメント》
《ＮＨＫ》
《Ｔ．Ｏ．エンタテインメント》

08
09
09
09
09
09
10
10
10
10

『光の偉人 陰の偉人』 （ＴＶ） （共同：中村公彦）
『ライフ・イズ・デッド』 （映画）
『フジミ姫 あるゾンビ少女の災難』 （映画）
『運び屋ケン』 （映画）
『花子と寓話のテラー』 （映画）

《NHK》
《ポニーキャニオン》
《角川ゲームス》
《アイサー》
《角川書店》

10
11
12
12
12

▽脚本・構成台本・絵コンテ▽
「いっしょに寝たけど何もしなかった ＜田辺マモル＞」 （ＴＶ用ＣＭ）
「いたこの休日 －ＺＯＮＥ－」 （短編映画）
【さっぽろ映画祭招待上映】
「ブラッディ・ナイト・ア・ゴーゴー」（追加パート分） （Ｖシネマ）
「烏は鳴いているか？ －フィルム・メモワール－」
【2006 年劇場公開】

30 秒、02
9 分、03
60 分、05
17 分、06

「鈴鹿 8 耐－密着トリック・スター－」 （バラエティ・ドキュメンタリー）
「ボーイッシュ」 （長編映画）
《エイベックス》
「最期のチャンス」 （長編映画）
【2009 年 2 月公開】
「はじめての家出」 （長編映画）
【2009 年 2 月公開】
「大人のジョーシキ大学 ワンセグ校」 （ＮＨＫ）
TV（全 20 回）
「０点、もしくは満天の星」 （戯曲）
「くノ一忍法帖 影ノ月」（作：山田風太郎）（共同）（長編映画）
【2011 年 6 月公開】
「ライフ・イズ・デッド」（作：古泉智浩）（長編映画）
【2012 年 2 月公開】
「JTB 2012 夏旅ハワイ キャンペーン VP」（VP）（主演：武井咲）
「フジミ姫 あるゾンビ少女の災難」（長編映画）

27 分、08
07
90 分、09
100 分、09
15 分、09
30 分、09
86 分、11
90 分、11
6 分、12
100 分、12

「ラッキー・どストライク」 （戯曲）

30 分、12

菱沼康介作品歴 3

▽小説▽
『空のチューブ』 （オーディオ・ノベル）

出版：ヘブンアート・ブック

10

▽撮影・写真撮影▽
「つづく」（中編映画）
【第 24 回ぴあフィルムフェスティバル・グランプリ受賞】
ダンカン・ジョーンズ （監督：『月に囚われた男』、『ミッション：８ミニッツ』ほか）
ニコラス・ウィンディング・レフン （監督：『ドライヴ』ほか）
ジョー・コーニッシュ （監督：『アタック・ザ・ブロック』、脚本『タンタン』ほか）
ニック・フロスト （俳優：『ホットファズ』、『宇宙人ポール』ほか）
「JTB 2012 夏旅ハワイ キャンペーン VP」（VP）
大友啓史 （監督：『龍馬伝』、『るろうに剣心』ほか）

47 分、01
11
12
12
12
12
12

▽その他▽
俳優 （『みすゞ』、『シェイキング TOKYO！』ほか）
演技講師 （エイベックス、スターバレー、文化学院、TM ラボほか）
▽助監督／劇場映画▽
「プロゴルファー織部金次郎５ 愛しのロストボール」
「ウルトラマン ティガ＆ダイナ＆ガイア 超時空の大決戦」
「ムルデカ」
「みすゞ」
「葉っぱのフレディ」
「スパイ・ゾルゲ」
「混浴ヘブン ～非女子図鑑～」（短編・オムニバス）

監督：武田鉄矢
監督：小中和哉
監督：藤由起男
監督：五十嵐匠
監督：松山善三
監督：篠田正浩
監督：オースミユーカ

96
98
00
01
03
04
09

「ファッション・ヘル」 ＜衣裳も＞【ブリュッセル国際映画祭・入選】
「ぱすぽ☆のハイテンション☆プリーズ」

監督：継田淳
監督：佐々木祥大

10
11

▽助監督／ＴＶ▽
「ぐっど・あふたぬ～ん 愛の劇場」 《ＴＢＳ・松竹》 （昼帯ドラマ）
「はぐれ刑事 純情派」 《東映》 （連続ドラマ）
「ふたりでタンゴを」 《ＮＨＫ》 （連続ドラマ）
「ズッコケ３人組 2」 《ＮＨＫ》 （連続ドラマ）
「大河ドラマ 北条時宗」 《ＮＨＫ》 （連続ドラマ）
「仮面ライダー 響鬼」 《東映》 （連続ドラマ） ※チーフ助監督

96
97～98
99
00
01
05

「ドラマＷ 扉は閉ざされたまま」 監督：村本天志《ＷＯＷＯＷ》（TV ドラマ）※チーフ助監督
「空の港で」 《テレビ東京》 （連続ドラマ）
※チーフ助監督
「光の偉人 陰の偉人」 《ＮＨＫ》 （歴史バラエティ番組）
「わが家の“地デジ”奮闘記」《ＮＨＫ》全３回 ※チーフ助監督

07
08
10
10～11

菱沼康介作品歴 4

▽助監督／その他▽
「サッポロ 冬物語ビール」（CM）
「荒くれナイト１・２」（Ｖシネマ）

94
97

「LOVE AGAIN - ＜globe＞」（PV）
「ポルノグラフィティ ～CD アルバム －サンプサンプサンプ－ 発売告知～」（CM）
「こぎつねへレンと愉快な仲間たち」（DVD）
「トヨタホーム 企業イメージ」（CM）
「アサヒ ワンダ・モーニングショット ～仲間由紀恵 登場編～」（CM）
「大洋薬品 企業イメージ ～ジェネリック医薬品～」（CM）
「サントリー ジョッキ生」（CM）
「サッポロビール ドラフトワン ～アベール王子登場～」（CM）
「サッポロビール 企業イメージ ～ないものはつくるしかない～」（CM）
「アステラス製薬 企業イメージ ～移植編・おでかけ編～」（CM）

97
05
05
05
05
05
06
06
06
06

「花王 スタイル・フィット
～第１～４回～」（CM）
「八景島シーパラダイス ～ふれあいラグーン～」（CM）
「オリビエ ふわりぃランドセル ～登場編・学校編～」（ＣＭ）
「ＪＲ東日本 鉄道博物館 ～目覚め編～」（CM）
「東映教育映像部 ～妻のブログ 50 代からのライフプラン～」（ドラマ VＰ）
「コカコーラ・ボトリング ファンタ 〜ふるふるシェイク～」（CM）
「ただいま ＜河口恭吾＞」（PV）
「興和 メイクが落ちにくいマスク」（CM）
「東映教育映像部 ～みんなの力で 30 歳からのライフプラン～」（ドラマＶＰ）
「東京自転車物語」（写真集）
「サントリー ラッキーサイダー ～ラッキーガール編～」（CM）

07
07
07
07
07
08
08
08
08
09
09

「ＩＤＣ大塚家具 ～40 周年記念～」（CM）
「島忠 家具～勉強編／大処分編～」（CM）
「バンダイナムコ 太鼓の達人二代目」（CM）
「東映教育映像部 ～サンタが家にやってきた～」（ドラマＶＰ）
「全薬工業株式会社 ジキニン」（CM）
「ダイハツ 企業イメージ ～第３のエコカー 第１-３話～」（CM）
「HONDA ベトナム RSX （プレゼン用 V コンテ）」（CM）
「全優石 企業イメージ」（CM）
「千葉県 孤立死防止キャンペーン」（CM／ドラマ）
「晴れ空のマーチ ＜ダイスケ＞」（PV）

09
09
09
09
10
11
11
12
12
12

「ツヴァイ」（CM）

12

――― その他、多数

菱沼康介作品歴 5

