塚本晋也
生年月日 1960/01/01
出身地

東京／渋谷区

関連人物 塚本耕司 (弟)

【フィルモグラフィ】
半径５メートル (2021)

ゲスト出演

おかえりモネ (2021)

出演 :田中知久

騙し絵の牙 (2020)

出演 :高野民生

ＭＩＵ４０４ (2020)

ゲスト出演

いだてん ～東京オリムピック噺（ばなし）～ (2019)

出演 :副島道正

斬、 (2018)

監督,製作,脚本,撮影,編集,出演 :澤村次郎左衛門

ウタモノガタリ-CINEMA FIGHTERS project- (2018)

出演

小野田さんと、雪男を探した男～鈴木紀夫の冒険と死～
出演
(2018)
半分、青い。 (2018)

ゲスト出演

dele（ディーリー） (2018)

ゲスト出演

このマンガがすごい！ (2018)

ゲスト出演

４号警備 (2017)

ゲスト出演

沈黙 －サイレンス－ (2016)

出演 :モキチ

SCOOP! (2016)

出演 :多賀

シン・ゴジラ (2016)

出演

グーグーだって猫である２
cat- (2016)

-good good the fortune

ゲスト出演

東京裁判 (2016)

出演 :竹山道雄

野火 (2014)

監督,製作,脚本,撮影,編集,出演 :田村一等兵

「また、必ず会おう」と誰もが言った。 (2013)

出演 :秋山荘介

小暮写眞館 (2013)

ゲスト出演

KOTOKO (2011)

監督,製作,企画,脚本,撮影,編集,出演 :田中

カーネーション (2011)

出演 :原口猛

坂の上の雲 （第３部） (2011)

出演 :明石元二郎

ゲゲゲの女房 (2010)

ゲスト出演

妖しき文豪怪談／葉桜と魔笛 (2010)

監督

坂の上の雲 （第２部） (2010)

出演 :明石元二郎

鉄男

監督,シニアプロデューサー,原作,脚本,撮影監督,出演
:“ヤツ”

THE BULLET MAN (2009)

悪夢探偵２ (2008)

監督,プロデューサー,原作,脚本,撮影,編集

フルスイング (2008)

出演 :太田三郎

クワイエットルームにようこそ (2007)

出演 :元旦那

セクシーボイス アンド ロボ (2007)

出演 :林竹男（ニコの父）

悪夢探偵 (2006)

監督,プロデューサー,脚本,撮影,美術,編集,出演

石井輝男 FAN CLUB (2006)

出演

生物彗星ＷｏＯ（ウー） (2006)

出演

慶次郎縁側日記３ (2006)

出演 :喜兵衛
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きたな（い）ヒーロー (2006)

出演

ＨＡＺＥ

監督,製作,プロデューサー,脚本,美術監督,撮影監督,編集,
出演

ヘイズ (2005)

female フィーメイル (2005)

監督,脚本,撮影,編集

ヴィタール (2004)

監督,製作,脚本,美術監督,撮影監督,編集

稀人（まれびと） (2004)

出演 :増岡拓喜司

恋の門 (2004)

出演 :野呂

とかげ (2003)

監督,撮影

伝説のワニ

出演

ジェイク (2002)

六月の蛇 (2002)

監督,製作,脚本,美術監督,撮影監督,編集,出演 :ストー
カー・飴口道郎

私立探偵

出演

濱マイク (2002)

盲獣VS一寸法師 (2001)

出演 :明智小五郎

クロエ (2001)

出演 :英助

とらばいゆ (2001)

出演 :宮前一哉（麻美の夫）

殺し屋１ (2001)

出演 :ジジイ

連弾 (2001)

出演

伝説のワニ

ジェイク (2001)

声の出演

溺れる人 (2000)

出演 :トキオ

DEAD OR ALIVE 2 逃亡者 (2000)

出演 :マジシャン東野

さくや 妖怪伝 (2000)

出演 :傀儡師

犬木加奈子恐怖ｗｏｒｌｄ

亡霊の棲む家 (2000)

出演

BULLET BALLET バレット・バレエ (1999)

監督,製作,脚本,撮影,美術,編集,照明,出演

双生児－GEMINI－ (1999)

監督,脚本,撮影,編集

完全なる飼育 (1999)

出演

日曜日は終わらない (1999)

出演

バレット・バレエ

監督,製作,脚本,撮影,美術,編集,照明,出演

サンデイ

プレミアバージョン (1998)

ドライブ (1998)

製作,出演 :店長・岡村

あ、春 (1998)

出演

ドッグス (1997)

出演

東京日和 (1997)

出演 :前田

ロマンス (1996)

出演

TOKYO FIST (1995)

監督,プロデューサー,原案,脚本,撮影,美術監督,編集,出演
:津田義春

塚本晋也１００００チャンネル (1995)

監督,出演

遥かな時代の階段を (1995)

出演

１１９ (1994)

出演

我が人生最悪の時 (1994)

出演

鉄男 II

BODY HAMMER (1992)

監督,製作,脚本,撮影,美術,編集,出演 :やつ

ヒルコ

妖怪ハンター (1991)

鉄男

TETSUO (1989)

監督,脚本
監督,脚本,撮影,美術,編集,出演 :やつ

電柱小僧の冒険 (1987)

監督,脚本,撮影,美術,編集,出演

普通サイズの怪人 (1986)

監督,脚本,出演

蓮の花飛べ (1979)

監督,製作,脚本
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