古川原 壮志

Takeshi Kogahara

プロフィール

生年月日

1982(S57)年

出身地

長崎県生まれ東京育ち

略歴

2007(H19)
2008(H20)
2012(H24)
2015(H27).4.

最近の作品

・マイナビバイト
バイト訪問シリーズ
・OKAMOTOʻS
NO MORE MUSIC MV
・Cygames グランブルーファンタジー
Go into the blue
・大塚家具
レガリア 吸いこまれる寝心地
・ダイハツ工業 トール 成長記念日 納車／駐車
・CCJC ジョージア コールドブリュー COFEE or COLDBREW ?
・JAバンク JAとぴあ浜松 白たまねぎ
・Ariora Japan&SONY Music OKAMOTO'S Beautiful Days MV
・三菱ケミカルホールディ ング ス 企業 化学で世界は動き出す
・日本経済新聞社 スタイル
・仙台市地下鉄東西線WE 鼓動、そして、疾走
・富士フィルム 写プライズドキュメンタリ ー
・キリンビバレッジ 生茶 茶葉アミノ酸／茶葉アミノ 酸 飲み
・三菱ケミカル 企業 恋の化学反応
・コロプラ 企業 ホワイトボード
・IKEA リビングルーム／ベランダ
・IKEA 立川店 パーティー
・MS&MD 企業 チームスピリット
・HuLu Japan LLC HuLu 雨の日は映画が見たい／ 寒い 夜は ドラマ が見 たい
・Google MOBILE SEARCH 花嫁／古着屋／ドライフ ゙／一 輪車 ／ア ーテ ィスト ／力 士
・Google Chromecast
・キリン 淡麗 生 田中選手／本田選手

受賞作品

カリフォルニア州 Art Center College of Designを卒業
Widen＋Kennedy TOKYO入社
同社を退社、㈱AOI Pro.に入社 企画演出部配属
同社を退社、CluB̲A所属となる

他

・なぎさ ショートフィルム
釜山国際映画祭 アジアショートフィルム コン ペティ ショ ン 招待上映
きりゅう映画祭 グランプリ
京都国際映画祭 エンターテインメント映 像部 門 優秀賞
TOKYO月イチ映画祭 第50回 グランプリ
渋谷TANPEN映画祭 CLIM AXat佐 世保 2017 グランプリ・ 監督賞
ショートショートフィル ムフ ェス ティバ ル＆ アジ ア 2017 ノミネート
アシアナ国際短編映画祭 ・他
上映
・エレクトロラックス・ジ ャパ ン エルゴスリー
43 d B Symphony
ʼ11 NewYork Festival FILM 部門ファイナリスト /DIGITAL 部門 Viral ファイナリスト
One Show DESIGNF 部門 Merit/ BRANDED ENTERTAINMENT 部門 Merit
釡山国際広告祭 Film 部門 Furniture/houseware SILVER
・リレーションズ COGOO SADDLE BLOSSOMS
ʼ14 CANNES PR LIONS SILVER Promo&Activation ショートリスト
ʼ14 NewYork Festival DESIGNF 部門ファイナリスト /DIRECT&COLLATER AL 部門ファイナリスト
One Show DESIGNF 部門 Merit/ BRANDED ENTERTAINMENT 部門 Merit
釡山国際広告祭 Film 部門 design部門 PR部門 SILVER ほか4部門受賞
・THROUGH LIVES ショートフィルム
ʼ11 Adfest Fabulous4 LA SHORTFILM FEST 選出 SHORTSHORTS FILM FEST 選出 他
・FICTION
リマーカブル ディレクター オブ ザ イヤー 2012 ファイナリスト
・Google ウェブコンテンツ Chrome Music Mixer
TIAA SILVER/Adfest BRONZ
・Google PLACE MOVIE GENERATOR Web ジェネレーター
TIAA BRONZ
注：本誌には個人情報が含 まれ てい ますの で、 取り 扱い ・管理 には 十分 ご注 意下さ い。
目的外の使用は禁止されて いま す。 本情報 がご 不要 にな った際 は、 速や かに 破棄下 さい 。

連絡先：CluB̲A
〒141-8580 東京都品川区大崎1-5-1
大崎センタービル5F
TEL : 03-5759-6470 / FAX : 03-5496-7445

