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- タイトル                       

 

『欲望の怪物』  
 

 

 

- 想定尺                        
 

25～55分 （ショート ドラマ） 
 

 

 

- ジャンル                       
 

青春 ／ ファンタジー ／ ほのぼのラブコメディー 
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- あらすじ                       
 

巷で 「持っていると願いが成就する」 という 
謎のフィギアの 噂 があった。 

 
臼田幸恵（23）・早乙女 恋（25）・倉本蘭々（55）は納豆工場で働いている。 

 

ある日、臼田は、怪物の様なゴッツイ人形 を持っている人が 

街中にチラホラいる事に気づく。 

 

臼田が不思議に思っていると、倉本が願いを叶える人形の噂を聞きつけ、 

それがあのゴッツイ人形だと分かる。 

倉本は、臼田と早乙女に、一緒に人形を手に入れようと話を持ちかける。 

 

しかし、人形は既に大人気で入手困難。 

色々な場所に行くがなかなか手に入らなかった。 

そしてついに人形の製作者である 

粘土職人 よっちゃん（15）が見守るイベントに参加する。 

そこは一度に沢山の人形を手に入れるチャンスがあったが、 

参加者も多く激戦は必須だった。 

 

果たして三人はどんな願いを懸けるのか― 

そして人形を手に入れて、願いを叶える事が出来るのか！？ 
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- 企画意図                       
 

誰もが大なり小なり持っている欲望を風刺を利かせつつ、面白おかしく、時に毒を入れて 

描いたエンターテイメント映画を目指して制作。 

欲望がない珍しいタイプの主人公視点から、欲望に真っすぐにい来る人間たちの様子は 

醜く映るかもしれないが、愛おしくも見える。 

欲望を叶える人形が流行している架空の街のロケーションは、水戸を中心に茨城県で 

行なわれた。 

 

 

物語のキーアイテムになるフィギュアは、中学生の粘土職人 

よっちゃん が作成。 また、よっちゃん本人も劇中に出演。 
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- 粘土職人 よっちゃん プロフィール           
 

粘土職人のよっちゃんこと松橋克希は、現在中学 2年生。 

生まれながらの発達障害を持つ。(自閉症と学習障害がある) 

小学校２年生の時から紙粘土作りに夢中になり、作品を作り続けてきた。 

「これまで創り続けてきた粘土の作品をぜひ多くの皆様に見て頂きたい！」 

本人のこんな思いで、2017年 3月に初の展示会を開催。 

会場ではハンディをもった未来のアーティスト達とプロのアーティスト達のコラボレ

ーションを披露。粘土との出逢いにより、人との関わりが増え、コミュニケーション

がとれるようになってきている。 

ワークショップでは、よっちゃんの粘土さばきに魅了され、粘土のとりこになる人、

そして SNSを通じてよっちゃん作品を発信し、全国にファンが増え続けている。 
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- 監督・脚本 松本卓也 プロフィール                  

東京都出身。映像制作チーム『シネマ健康会』代表。10年間、お笑いコンビとして活動していたが、ある日突然、相方にふられ解散。 

その後、独学で映像制作の道へ。そうして制作された作品は数多くの映画祭で入選＆受賞している。 

 

2010年公開 『グラキン★クイーン』 

さぬき映画祭 2009 優秀企画賞受賞 

出演：西田麻衣 松本光司 高橋かおり 山本紀彦 他   

監督・脚本：松本卓也  
         

         

2011年公開 『花子の日記』 

さぬき映画祭 2010 優秀企画賞受賞／ゆうばりファンタスティック映画祭 2011入選／ 

にいがた国際映画祭 2012 クロージング招待作品 

出演：倉科カナ   永島敏行  水野美紀  他   

監督・脚本：松本卓也  
 

2017年公開 『ミスムーンライト』 

Kisssh-Kissssssh映画祭 グランプリ受賞 

出演：梅村結衣 雛形あきこ 勝俣州和 他  

監督・脚本：松本卓也 
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【 近年の主な独立プロダクション作品 】 

2014年 『帰ろう YO！』 39分  

いばらきショートフィルム大賞 グランプリ受賞   SKIP ｼﾃｨ国際 D ｼﾈﾏ映画祭 奨励賞受賞＆観客投票第１位獲得 

FOX ﾑｰﾋﾞｰﾌﾟﾚﾐｱﾑ短編映画祭 優秀賞受賞＆CYBORG KAORI 審査員特別主演俳優賞受賞  岩槻映画祭 グランプリ受賞 

     したまちコメディ映画祭 観客賞受賞  下北沢映画祭 観客賞受賞  COSMO FEST in SUGINAMI 観客賞＆審査員特別賞受賞 

Indy Film Festival（アメリカ） 観客賞受賞   他 

 

2015年 『ライブハウス レクイエム』 70分  

MOOSIC LAB 2015出品作品 

 

2016年 『サーチン・フォー・マイ・フューチャー』 97分  

     田辺・弁慶映画祭 観客賞＆松本卓也 主演男優賞＆山本真由美 主演女優賞 受賞 

【 ＴＶ 】 

ドラマ＆バラエティ『男子ｉｎｇ』 監督・脚本協力：松本卓也 

ドキュメンタリー『瀬戸内国際芸術祭特別番組』 出演：樹木希林  演出・キャスティング：松本卓也 

【 ＣＭ 】 

久光製薬 サロンパス WEB CM 監督：松本卓也 

那須温泉映画祭 WEB CM 監督・編集：松本卓也 

【 Ｍｕｓｉｃ Ｖｉｄｅｏ 】 

Untouchable / MACHEE DEF http://youtu.be/PY2GnhmuIcw  監督：松本卓也 

ドアの向こうへ / fumika https://youtu.be/VE0wpw5n6ts  監督：松本卓也 

蒲田温泉 /バクザン https://youtu.be/khNGo3ZEDH8  監督：松本卓也 

 

 

 

http://youtu.be/PY2GnhmuIcw
https://youtu.be/VE0wpw5n6ts
https://youtu.be/khNGo3ZEDH8
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撮影監督 髙間 賢治（たかま けんじ）JSC 

 

1949年生。東京都出身。東京都立大学経済学部在学中から若松プロで撮影助手を始め、76年     

CM カメラマンとして独立。79年『月山』で劇映画デビュー。81年文化庁在外研修員として渡米、ジョン・

アロンゾ、ジョン・オルコット、ゴードン・ウィリス、ヴィルモス・スィグモンド、オーウェン・ロイズマンに撮影

技術を学ぶ。帰国後、山川直人監督の『ビリィ★ザ★キッドの新しい夜明け』、金子修介監督の『1999年

の夏休み』『デスノート the Last name』、中原俊監督の『12人の優しい日本人』、三谷幸喜監督の『ラヂ

オの時間』、中江裕司監督の『ナビィの恋』、小林政広監督の『春との旅』、宮武由衣監督の『JAZZ爺

MEN』、杉野希妃監督の『マンガ肉と僕』などを撮影。共訳書に「マスターズ・オブ・ライト」著書に「撮影監

督ってなんだ？」「シーナ映画とコーキ映画」がある。 
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キャスト 

加藤 万里奈（かとう まりな） 

茨城大学付属中３年の時、アメリカ・ノースカロライナ州で開催された「世界口笛コンテスト」ジュニ

ア部門総合優勝！   

水戸啓明高校に進学して、２年・３年と生徒会長就任。現在は亜細亜大学都市創造学部在学中。                                               

ジャズバンド部「エクスプレスジャズオーケストラ」に口笛とボーカルで加入し、アーティストの幅を

広める。２０１４年 水戸市より芸術文化功労賞受賞 

２０１５年 水戸市より、みとの魅力宣伝部長を拝命！ 

茨城県内は勿論、全国各地での各種会合のステージゲスト、テレビやラジオにも出演。歌手との共演、ソロライブも積極的に活動中！クラッシ

ック、ポップス、ジャズ、アニメ、童謡と様々な 

幅広いレパートリーの曲演奏と動きながらの口笛は、日本初！ 

卓越した魅力あるトークで、ものまねも披露。 

◆出演 TV ＆ 映画 

【NNK】｢茨城 TV いばらナイト〜｣                        【テレビ朝日】｢取扱注意人物 スターの種か？デンジャーか？｣ 

【NOTTV】｢AKB48チーム 8のあんた、ロケロケ!｣              【TBS】｢Nスタ｣ 

【MBS毎日放送】｢ジャニーズWEST番組 ナミノリ！ジェニー｣      【TBS】｢林先生が驚く初耳学｣ 

【ソニー損保 TVCM】                                【映画 】劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス 来年全国上映 

【映画 】劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス 来年全国上映         【テレビ朝日 】｢お願いランキング｣ 

【テレビ東京 】｢所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！｣【テレビ東京】｢よじごじＤａｙｓ｣ 
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森 恵美（もり えみ） 

 

日本に 1963年に生まれる。 

近年は、主演を務めた短編映画「冬が燃えたら」が、SKIP シティ国際 Dシネマ映画祭 2017短編コンペテ

ィション部門にて、審査員満場一致でグランプリを獲得。その後、国内外の映画祭 20 ヶ所でノミネートし、

最優秀女優賞を受賞。 

そして、自身が主演とプロデュースを務めた映画「赤い炎の女」が主演女優賞を受賞。 

◆映画 

配給・松竹 やまさき十三監督「あさひるばん」 森 紀美子役 

森恵美 初プロデュース 

松本卓也監督 「赤い炎の女」 主演 宮崎役 

松本卓也監督「ミスムーンライト」大女将役 

西東京映画祭 演技賞受賞 

長尾裕一郎監督 「西東京物語」 主演 西京子役 

 

イグロヒデアキ監督 「マツモティアンドリーム」             ◆舞台「浮世の常」浅草公会堂 かめ役 

NHK「食う寝るふたり住む二人」三枝役                   「月暈とメスシリンダ」小劇場 B1 弘子役(主演) 

NHK 「生きたい ・たすけたい」クロマツ役                 「妖精の探し方」東京芸術劇場 靖子(主演) 

NHK 大河「春の波濤」芸者役                           「Turn over」東京芸術劇場 進一の母 

日本テレビ「秘密のケンミンショー」梅沢富美男の奥さま役   「俺たちはペ・天使だ」吉祥寺シアター 清水(刑事) 

日本テレビ「主治医が見つかる相談所」Mrサンデー 

「月暈とメスシリンダ」小劇場 B1 弘子役(主演) 

◆CM 

NHK オンデマンド バーガーキング カーブス 

クレンズダイエット・骨盤ホームシェーバー    etc 
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根矢涼香（ねや りょうか） 

1994年 9月 5日生まれ 

茨城県 東茨城郡茨城町出身 

映画『ウルフなシッシー』主演を始め、『少女邂逅』『神と人との間』『獣道』など、映画・舞台を中心

に活動中。 

また今夏、自身の出身地茨城町のプロモーションビデオの主演を務めた。 

2月 11日(茨城町民の日)に公開予定。 

 

 

 

 

 

 

後藤 龍馬（ごとう たつま） 

TV、映画、CM 

松本卓也監督映画「ミスムーンライト」孝一役 

イグロヒデアキ監督映画「逃げろ、増本！」主演、謙也役 

岩崎登監督映画「神の発明。悪魔の発明。」春原弘樹役 

白石晃士監督映画「誓～ADA～」          野本梢監督映画「私がパンツを上げたなら 2」ヤス役 

中條夏実監督映画「ゆるい恋」主演、太一役   三木孝浩監督映画「ホットロード」ニシ役 

松本卓也監督映画「帰ろう YO!」アキラ役     松本卓也監督映画「Edge of Love」主演、太朗役 

松本卓也監督映画「ダイナマイト・ソウル・バンビ」川上役  松本卓也監督映画「赤い炎の女」米林役  

松本卓也監督映画「ライブハウスレクイエム」シゲル役松本卓也監督映画「サーチン・フォー・マイフューチャ

ー」イヌイ役◆監督作品「下着のランドレス」渋谷映画祭初監督筆おろし特別上映枠 



12 

 

 

矢口 凜華（やぐち りんか） 

【主な出演歴】 

◆ドラマ 

『この街の命に』（監督：緒方明） 平岩ルミ役 

【2016年日本民間放送連盟賞･最優秀賞作品】 

【2016年ギャラクシー賞テレビ部門 4月度月間賞作品】 

【2016東京テレビアウォ－ド作品賞・優秀賞作品】 

【平成 28年度（第 71回）文化庁芸術祭賞・優秀賞作品】 

◆BS朝日  『昭和偉人伝』（製作：諸橋史明・田中玄朗） 美空ひばり役 

◆映画  『狼の詩』（製作：東本三郎／監督：寺尾学ぶ） 幸子役 

        【第 3回四万十映画祭短編映画部門最優秀賞作品】 

◆PV fhana プロモーションビデオ TOWANA少女役 

『Outside of Melancholy～憂鬱の向こう側～』                 ◆CM 『ファイザー製薬 禁煙外来』今すぐ禁煙外来！（声出演） 

◆日本テレビ 

『金曜ロードショー ラストコップ』（製作：戸田一也） 麻衣役      『トリックハンター』 

◆フジテレビ  『怪生伝』 風船少女役 

◆映画 『レミングスの夏』（監督：五藤利弘）   『鬼談百景・続きをしよう』（監督：内藤瑛亮）   『ミスミソウ』（監督：内藤瑛亮） 

『許された子どもたち』（監督：内藤瑛亮）三浦凛役 『つちかほる～芽生え～』（監督：鈴木純一）木村汐里役【第 5回いばらきショートフィルム大

賞奨励賞作品】    『波濤（はとう）』（監督：万田邦敏）大出優子役（主演）      『ポゾラン』（監督：小林望）愛華役 


