
TAKUMA

Profile

柏田 眞志氏、上明戸幸隆氏に師事。
映画初代群馬県令 楫取素彦物語～生涯の至誠～
（櫻井顕監督）と共に制作。
ヒューストン国際映画祭歴史部門プラチナ賞を受賞。
NTV『news every.』同局『スッキリ！！』などに携わる。
その後、博報堂プロダクツに入社しTVCMを手がける。
独立後はフリーで活動。
各キー局や博報堂・大手レーベル会社など
報道/情報番組や連続ドラマ/NHK大河・TV-CMなど
多岐にわたり活動。
2019年株式会社EGG設立とMedia Production
（一流クリエーターが集まる会）を結成。
近年ではTV-CMやドラマなどを演出。
Professional Creative Team UNITS を結成。

TAKUMA／拓馬

・監督/Director
・CM Director
・Artist



TAKUMA

映画初代群馬県令・楫取素彦物語 生涯の至誠」
（桜井顕監督）グランプリ
米・ヒューストン映画祭で受賞
2015年 制作 DVDリリース

NTV『news every.』特集班で青森のねぶた師やANA・
写真館・DENSOなど多岐に密着ドキュメント
NTV『スッキリ！！』ではスタジオ班としてフロア

Coalaプロ所属

緊急取調室セカンドシーズン テレビ朝日
出演 天海祐希・田中哲司・速水もこみち・鈴木浩介・大倉孝二・でんで
ん・大杉漣・小日向文世

業務委託 制作部



TAKUMA

隣の家族は青く見える フジテレビ第一制作室
脚本 中谷まゆみ
プロデュース 中野利幸
演出 品田俊介、高野舞
主題歌 「here comes my love」（Mr.Children）
出演：深田恭子 松山ケンイチ 高橋メアリージュン 平山浩行 真飛聖 野間口徹 北村巧海 真島秀和
伊藤かずえ 高畑淳子 橋本マナミ

助監督

博報堂プロダクツ
CM Director：入社
各種TVCMを担当
「Suzuki／エバラ」

NHK大河ドラマ第58作 いだてん東京オリムピック噺 NHK
脚本：宮藤官九郎
音楽：大友良英
制作統括：訓覇圭 / 清水拓哉
プロデューサー：岡本伸三 / 家冨未央 / 大越大士 / 浅沼利信 / 𠮷岡和彦 / 新江佳子（キャスティング）
演出：井上剛 / 西村武五郎 / 一木正恵 / 大根仁 / 桑野智宏 / 林啓史 / 津田温子 / 松木健祐 / 渡辺直樹 北
野隆
出演： 中村勘九郎 阿部サダヲ 浅野忠信 麻生久美子 綾瀬はるか 荒川良々 安藤サクラ
生田斗真 池波志乃 板尾創路 イッセー尾形 井上順 岩松了 柄本佑 柄本時生 大竹しのぶ
小澤征悦 勝地涼 加藤雅也 夏帆 神木隆之介 上白石萌歌 川栄李奈 桐谷健太 黒島結菜
小泉今日子 斎藤工 シャーロット・ケイト・フォックス 白石加代子 菅原小春 杉咲花 杉本哲太
大東駿介 田口トモロヲ 竹野内豊 寺島しのぶ トータス松本 徳井義実 永島敏行 仲野太賀
中村獅童 永山絢斗 萩原健一 橋本愛 林遣都 古舘寛治 星野源 松尾スズキ 松坂桃李
松重豊 三浦貴大 満島真之介 皆川猿時 峯田和伸 三宅弘城 宮崎美子 森山未來 薬師丸ひろ子役所広司
リリー・フランキー
ナレーター ビートたけし（噺） / 森山未來（語り）

業務委託 助監督



TAKUMA

CX 報道 プライムニュースイブニング
CX 報道 Live News IT!
業務委託 ディレクター

ストロベリーナイト・サーガ
主題歌 亀梨和也「Rain」
編成企画 渡 恒也プロデュース 山崎淳子
演出 石川淳一 山内大典
制作 フジテレビ
制作著作 共同テレビ
出演：二階堂ふみ 亀梨和也 葉山奨之 宍戸 開 中林大樹 重岡大毅（ジャニーズＷＥＳＴ）
今野浩喜 勝俣健作 江口洋介

業務委託 助監督

おはスタ テレビ東京
フロア演出やロケでの密着ドキュメント
ディレクター



TAKUMA
2019 4～ 株式会社EGG設立：役員に就任
Media Production（一流クリエーターが集まる会）結成。

2020 ９～
Professional Creative Team UNITS を結成。

＠徳間ジャパン/東芸
工藤あやの
MV/ニューシングル発売記念コンサート：監督・CM Director

＠TV-CM : キプマイドリンク 「キングレコード」：監督・CM Director

＠TV-CM : 株式会社オルビスOA：監督・CM Director

＠監督案件

https://www.takuma-units.com/


＠渋谷映画祭 PV ：監督・CM Director

＠短編映画
『The Cross』（主演 山之内すず） ： Artist/Director 

＠PV/VP凸版印刷：監督・CM Director

＠TV-CM : May.B Lash ：監督・CM Director

https://youtu.be/IWHaxjb9PSA

https://youtu.be/IWHaxjb9PSA


＠TV-CM : NEXT MEATS
：監督・CM Director

＠TV-CM : 夷 株式会社オルビスOA
：監督・CM Director

＠群馬県
2021 ぐんまちゃんアニメ化ディザー映像
：監督
（主演 ぐんまちゃん・内田彩・小倉唯）



＠Web-CM : adidas ADIZERO ADIOS PRO
：クリエイティブディレクター

＠Web-PV : AIVER×TES ：監督・Director

https://youtu.be/wTMtTfyobXw

https://youtu.be/yrydhQhgZCY

https://youtu.be/wTMtTfyobXw
https://youtu.be/yrydhQhgZCY


＠Web-CM : リミスタ：監督・Director

https://youtu.be/cqYlR-O47xY
中澤卓也

https://youtu.be/ZLzO2iiBw3Q
B.O.L.T

＠アシックス
CM ブロック：演出

＠Warner Music Japan 
ザ・コインロッカーズ 仮病 LINE LIVE

DAN/JYO 最強ターゲット MV
：クリエイティブディレクター

https://youtu.be/cqYlR-O47xY
https://youtu.be/ZLzO2iiBw3Q


＠A-Sketch
DEAN FUJIOKA 配信番組：ディレクター

＠TV-CM ヒカカク：監督・CM Director＠TV-CM ヒカカク：監督・CM Director

＠LINE VISON：監督
TAP MAN 「LINE」
Lily×TAKUMA　

Creative Life 「LINE」
ゆうたろう（俳優）×TAKUMA　　

https://www.a-sketch.com/


＠作品

＠DAIDARA ：監督

その他 監督案件 クライアント

https://youtu.be/s5EVDeB78VI



