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映画作品

公開年 作品名 監督 製作プロダクション 配給 備考

2007 14歳 廣末 哲万 PFFパートナーズ ぴあ PFFスカラシップ短編作品

2007 歌謡曲だよ、人生は

タナカ・T
片岡 英子
蛭子 能収
宮島 竜治
矢口 史靖

アルタミラピクチャーズ ザナドゥー
短編オムニバス
うち第3/4/7/8/9話

2008 夢のまにまに 木村 威夫 パル企画 パル企画

2008 イエスタデイズ 窪田 崇 トイビーエンタテインメント エスピーオー

2008 ハッピーフライト 矢口 史靖 アルタミラピクチャーズ 東宝

2009 こまどり姉妹がやって来る ヤァ！ヤァ！ヤァ！ 片岡 英子 アルタミラピクチャーズ アルタミラピクチャーズ

2010 育子からの手紙 村橋 明郎 フィルム・クレッセント 映画「育子からの手紙」製作委員会

2010 ソフトボーイ  豊島 圭介 ハートビート・ピクチャーズ 東映

2011 GANTZ 佐藤 信介 日活撮影所 東宝 実写映画

2011 GANTZ PERFECT ANSWER 佐藤 信介 日活撮影所 東宝 実写映画

2012 ロボジー 矢口 史靖 フジテレビジョン 東宝

2012 苦役列車 山下 敦弘  「苦役列車」製作委員会 東映

2012 ツナグ 平川 雄一朗  「ツナグ」製作委員会 東宝

2013 かぐや姫の物語 高畑 勲 スタジオジブリ 東宝 アニメーション

2014 ジャッジ！ 永井 聡 二番工房 松竹

2014 A.F.O 堤 幸彦 カミングスーン/愛知工業大学 メ～テレ/スターキャット

2014 青天の霹靂 劇団ひとり 東宝映画 東宝

2014 わたしのハワイの歩きかた 前田 弘二 白組/マッチポイント 東映

2015 深夜食堂 松岡 錠司 ギークサイト 東映

2015 夫婦フーフー日記 前田 弘二 ダブ ショウゲート

2015 嘘 -LIES 河瀨直美 MN9 Project短編作品

2016 知らない、ふたり 今泉 力哉 ジャンゴフィルム CAMDEN/日活

2016 二重生活 岸 善幸 テレビマンユニオン スターサンズ

2016 ホーンテッド・キャンパス 竹本 聡志 メディアプルポ 松竹

2016 SEED 河瀨直美 Miu Miu Women's Tales短編作品

2016 少女 三島 有紀子 「少女」製作委員会 東映

2016 ボクの妻と結婚してください。 三宅 喜重 東宝映画 東宝

2016 続・深夜食堂 松岡 錠司 ギークサイト 東映

2017 しゃぼん玉 東 伸児 「しゃぼん玉」製作委員会 スタイルジャム

2017 ラストコップ THE MOVIE 猪股 隆一 日テレアックスオン 松竹

2017 パラレルワールド 河瀨直美 CINEMA FIGHTERS短編作品

2017 JKニンジャガールズ 佐藤 源太 共同テレビジョン 東映

2017 幼な子われらに生まれ 三島 有紀子 ステューディオスリー ファントム・フィルム

2017 東京喰種 トーキョーグール 萩原 健太郎 ギークサイト  松竹

2017 あゝ、荒野 岸 善幸 テレビマンユニオン スターサンズ 前篇/後編

2017 リベンジgirl 三木 康一郎 キュー・テック ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

2018 となりの怪物くん 月川 翔 東宝映画 東宝

2018 恋は雨上がりのように 永井 聡 東宝映画/AOI Pro. 東宝

2018 センセイ君主 月川 翔 東宝映画 東宝

2018 きみの鳥はうたえる 三宅 唱 函館シネマアイリス コピアポア・フィルム

2018 あのコの、トリコ。 宮脇 亮 The icon  ショウゲート

2018 ビブリア古書堂の事件手帖 三島 有紀子 角川大映スタジオ 20世紀フォックス映画/KADOKAWA

2019 フォルトゥナの瞳 三木 孝浩 東宝映画 東宝

2019 思い、思われ、ふり、ふられ 三木 孝浩 東宝映画 東宝 実写映画

2019 スタートアップ・ガールズ 池田 千尋 カズモ プレシディオ

2019 ブラック校則 菅原 伸太郎 AXON 松竹

2019 影踏み 篠原 哲雄 ドラゴンフライエンタテインメント 東京テアトル

2020 記憶屋 -あなたを忘れない- 平川 雄一朗 オフィスクレッシェンド 松竹

2020 Red 三島有紀子 オフィス・シロウズ 日活

2020 朝が来る 河瀨直美 カズモ

2020 天外者 田中光敏

2020 聖地X 入江悠 ROBOT

2020 裏アカ 加藤卓哉

2021 耳をすませば 平川 雄一朗 松竹

TV放送作品

公開年 作品名 監督 製作プロダクション 放送局 備考

2011 ANOTHER GANTZ 佐藤 信介 日本テレビ放送網

2011 深夜食堂2

松岡 錠司
山下 敦弘
小林 聖太郎
野本 史生

アットムービー・クリエイティヴ TBSテレビ/毎日放送 うち第11/16/19/20話

2012 開拓者たち 岸 善幸 テレビマンユニオン NHK BSプレミアム/NHK総合テレビジョン

2012 リーガル・ハイ
石川 淳一
城宝 秀則

共同テレビ/フジテレビ フジテレビジョン

2012 プラチナタウン 鈴木 浩介 WOWOW WOWOW

2012 レジデント～5人の研修医
高成 麻畝子
吉田 秋生
渋谷 未来

TBS/テレパック TBSテレビ

2013 泣くな、はらちゃん
菅原 伸太郎
狩山 俊輔
松山 雅則

日本テレビ 日本テレビ放送網

2013 ガリレオ2
西坂 瑞城
澤田 鎌作
金井 紘

フジテレビ フジテレビジョン

2014 埋もれる 吉田 康弘 WOWOW WOWOW

2014 セーラーゾンビ
渡部 亮平
今泉 力哉
古川 豪

テレビ東京 テレビ東京

2014 アラサーちゃん 無修正
瀧 悠輔
武井 陽介
日暮 謙

テレビ東京/C&Iエンタテインメント テレビ東京

2014 信長協奏曲 冨士川 祐輔 フジテレビジョン アニメーション

2014 深夜食堂3

松岡 錠司
山下 敦弘
熊切 和嘉
野本 史生

アミューズ映像製作部/ギークサイト TBSテレビ/毎日放送

2015 煙霞 -Gold Rush- 小林聖太郎 WOWOW

2015 浅見光彦シリーズ　神苦楽島 葉山 浩樹 東映 フジテレビジョン

2016 こえ恋
平林 克理
湯浅 弘章
宝来 忠昭

テレビ東京/C&Iエンタテインメント テレビ東京

2016 THE LAST COP ラストコップ

猪股 隆一
明石 広人
長沼 誠
佐久間 紀佳

日テレアックスオン 日本テレビ放送網/Hulu

2016 プリンセスメゾン
池田 千尋
大橋 祥正

NHK BSプレミアム

2017 アキラとあきら
水谷 俊之
鈴木 浩介

WOWOW/東阪企画 WOWOW

2017 最上の名医2017 麻生 学 テレビ東京

2018 恋のツキ

森 義仁
酒井 麻衣
松本 花奈
桑島 憲司

テレビ東京/C&Iエンタテインメント テレビ東京

2019 節約ロック
水野 格
岡本 充史
大江 海

AXON/ギークサイト 日本テレビ放送網

2019 集団左遷!!
平川 雄一朗
田中 健太
韓 哲

TBSテレビ TBSテレビ

2019 ブラック校則
菅原 伸太郎
岡本 充史
茂山 佳則

AXON 日本テレビ放送網

2019 世にも奇妙な物語 ’19秋の特別編「恋の記憶、止まらないで」 岩田 和行 フジテレビジョン

2019 ねぇ先生、知らないの？ MBS

2020 義母と娘のブルース　2020謹賀新年スペシャル 平川 雄一朗 TBSテレビ

2020 B面女子 池田千尋 フジテレビジョン

2020 美食探偵　明智五郎 菅原 伸太郎 日本テレビ放送網

2021 MARS RED アニメーション

その他の作品(CM等)

公開年 作品名 監督 製作プロダクション 公開先 備考

2014 白戸家「運試し」篇 山下敦弘 ソフトバンク社CM

2015 白戸家「お父さん回想する」篇 ソフトバンク社CM

2015 白戸家「山口に行く」篇 ソフトバンク社CM

2015 白戸家「訪問」篇 ソフトバンク社CM

2015 白戸家「島根でスマネ」篇 ソフトバンク社CM

2015 白戸家「熱湯」篇 ソフトバンク社CM

2015 白戸家「中華飯店」篇 ソフトバンク社CM

2015 白戸家「回想」篇 ソフトバンク社CM

2015 レッツバービー！キャンペーン篇 オージー・ビーフCM

2017 ひといきつきながら それぞれの道篇 JT社CM

2017 カカオは大人を救う。「血圧」篇「コレステロー
ル」篇

明治社CM

2017 わかれうた 黒木 瞳 ネスレシアター 短編映画

2020 シックスティーン症候群 FOD（フジテレビオンデマンド）

2020 日本生命「考え始める人」篇 山下敦弘 日本生命CM

ゲーム作品
公開年 作品名 監督 製作プロダクション 公開先 備考

2018 メタルギア　サヴァイブ コナミデジタルエンタテインメント PlayStation4,Xbox One ムービー部分一部担当（FX,BG)

2019 モンスターハンター　アイスボーン カプコン PlayStation4,Xbox One ムービー部分担当（FX,Foley)
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