亀垣一

【フィルモグラフィ】

パズドラ

第3シリーズ (2020～)

監督,絵コンテ

パズドラ

第2シリーズ (2019～2020)

監督,絵コンテ

ルパン三世

グッバイ・パートナー (2019)

メカ作画監督

パズドラ (2018～2019)

監督,絵コンテ,構成

佐賀県を巡るアニメーション

唐津編「おかえり

故郷の唐津」 (2017)

監督,絵コンテ・演出,
絵コンテ

パズドラクロス (2016～2018)
名探偵コナン

監督,絵コンテ・演出

エピソード “ONE”

小さくなった名探偵 (2016)

絵コンテ

神様はじめました◎ (2015)

絵コンテ

それでも世界は美しい (2014)

監督,演出,絵コンテ

ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE (2013)

監督,絵コンテ

幕末義人伝 浪漫 (2013)

絵コンテ

ふるさと再生

演出,絵コンテ・演出,
絵コンテ,作画

ルパン三世

日本の昔ばなし (2012～)
東方見聞録

名探偵コナン

アナザーページ (2012)

監督

天空の難破船（ロスト・シップ） (2010)

絵コンテ協力

ルパン三世vs名探偵コナン (2009)

監督

花咲ける青少年 (2009)

演出,絵コンテ

劇場版 NARUTO－ナルト－

疾風伝

劇場版 NARUTO－ナルト－

疾風伝 (2007)

まじめにふまじめ かいけつゾロリ

絆 (2008)

監督,絵コンテ
監督,絵コンテ

なぞのお宝大さくせん (2006)

監督,絵コンテ

エア・ギア

AIR GEAR (2006)

監督,演出

ルパン三世

セブンデイズ・ラプソディ (2006)

監督

史上最強の弟子ケンイチ (2006)

監督

まじめにふまじめ かいけつゾロリ (2005～2007)

監督

エンジェル・ハート (2005)

絵コンテ

アズサ、お手伝いします！ (2004)

監督

ソニックＸ (2003)

監督

サイボーグ009

演出

THE CYBORG SOLDIER (2001～2002)

ふしぎ遊戯／永光伝 (2001)

監修

ＰＲＯＪＥＣＴ

監督

ＡＲＭＳ -The 2nd Chapter- (2001)

妖しのセレス (2000)

監督,演出,絵コンテ

卒業Ｍ

監督,演出,コンテ

オレ達のカーニバル (1999)

ハイスクール・オーラバスター

光の誕生（めざめ） (1999)

監督,演出,絵コンテ

ときめきメモリアル (1999)

監督

南海奇皇（ネオランガ） (1998)

演出,絵コンテ

超特急ヒカリアン

演出,絵コンテ

JAPAN HIKARIAN RAILROAD (1997～1998)
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Ｂ’Ｔ

Ｘ（ビート・エックス）

ＮＥＯ (1997)

監督,演出

吸血姫美夕 (1997)

絵コンテ

ふしぎ遊戯

監督,演出,絵コンテ

第二部 (1997)

名探偵コナン (1996～)

演出,絵コンテ・演出,
絵コンテ,構成,メカ
作画監督

ふしぎ遊戯 (1996)

監督,演出,絵コンテ

爆走兄弟レッツ＆ゴー!! (1996)

絵コンテ

Ｂ’Ｔ

絵コンテ

Ｘ（ビート・エックス） (1996)

ガンバリスト！駿 -From「ガンバ！Fly high」- (1996)

監督,演出,絵コンテ

鬼神童子ＺＥＮＫＩ (1995)

演出,絵コンテ

ふしぎ遊戯 (1995)

監督,演出,絵コンテ

PURPLE HIGHWAY OF ANGELS

湘南爆走族 １０

FROM SAMANTHA (1995)

原画

魔法騎士（マジックナイト）レイアース (1994～1995)

演出,絵コンテ

レッドバロン (1994)

メカニックデザイン

とっても！

ラッキーマン (1994)

演出,演出,絵コンテ,
絵コンテ

ルパン三世

ルパン暗殺指令 (1993)

メカデザイン

PURPLE HIGHWAY OF ANGELS
超電動ロボ

湘南爆走族

９

俺とお前のGOOD LUCK! (1993)

鉄人２８号ＦＸ (1992)

PURPLE HIGHWAY OF ANGELS
静かなるドン

湘南爆走族

メカニック作画監督
８

赤い星の伝説 (1992)

YAKUZA SIDESTORY (1991)

PURPLE HIGHWAY OF ANGELS

湘南爆走族

原画
原画
監督,絵コンテ

７

スポ根マッドスペシャル (1991) 原画

ＯＬ改造講座 (1990)

監督

湘南爆走族 ６

ＧＴ３８０ヒストリー (1990)

原画

湘南爆走族 ５

青ざめた暁 (1989)

原画

六神合体ゴッドマーズ
湘南爆走族 ４

十七歳の伝説 (1988)

デザイン

ハリケーン・ライダーズ (1988)

湘南爆走族 ＩＩＩ

原画

１０オンスの絆 (1987)

原画

学園特捜ヒカルオン (1987)

原画

湘南爆走族 ＩＩ

原画

湘南爆走族

1/5LONELY NIGHT (1987)

残された走り屋たち (1986)

原画

ルパン三世 ＰＡＲＴ III (1984～1985)

演出,作画監督,コン
テ

六神合体ゴッドマーズ (1981～1982)

メカニックデザイン

戦国魔神ゴーショーグン (1981)

キャラクターデザイ
ン
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