
 

髙橋 伸稔 Nobutoshi Takahashi 

スタントコ―ディネーター・ファイトコレオグラファー・アクション監督 

Stunt Coordinator・Fight Choreographer・Action Director 

⽣年⽉⽇/1967 年 10 ⽉ 20 ⽇ 

出⾝地/千葉県 

特技/武道（少林寺拳法・空⼿・合気道・居合道・柔道）・中国武術（⻑拳・太極拳・短器械・⻑器械・軟器械）・ 

ボクシング・キックボクシング・スタント 

 

幼少の頃から武道や格闘技の習得に打ち込み、⾼い技術を⾝につける。 

1986 年倉⽥アクションクラブに所属、ブルース・リーとも交流のあった国際的アクションスター、 

倉⽥保昭に師事。 

⾹港アクション、殺陣、アクロバット、スタント、ワイヤーワークを学ぶと共に、 

⾹港やアメリカなど、海外のスタントチームとの積極的な交流により技術⼒の向上を計り、 

スタントマン、アクション指導を経て、現在はアクション監督までをも務める。 

2002 年に倉⽥プロモーションを退社、⾃⾝のアクションチーム『アルティメット・スタント』を⽴ち上げ、 

国内外の作品にアクション監督、スタントコーディネーター、ファイトコーディネーターとして参加し、 

世界を股に掛けて活躍する。 

2013 年、ジャパンアクションアワード優秀賞受賞。 

(協)⽇本俳優連合 アクション部会委員 
 
  



映画                                            
【2022】 

漆⿊天‐終の語り‐ 東映 スタント/ファイトコーディネート 
⽂豪ストレイドックス BEAST KADOKAWA スタント/ファイトコーディネート 

【2021】 
あなたの番です 劇場版 東宝 アクション監督 
KATE Netflix                 スタントパフォーマー 

【2020】 
貴族降臨 ‐PRINCE OF LEGEND‐ 東宝       アシスタンスタントコーディネート 

【2019】 
チア男⼦!!  バンダイナムコアーツポニーキャニオン  スタント/ファイトコーディネート/柔道指導 

【2018】 
殺る⼥ ⽇本/アメリカ合作 プレシディオ スタント/ファイトコーディネート 
スワブ NTT ぷ ら ら  スタント/ファイトコーディネート 

【2017】 
God of war 中国・⾹港合作 倉⽥保昭スタントダブル 
スペース・スクワッド 東映 スタントコーディネーター 
ギャバン VS デカレンジャー 東映 スタントコーディネーター 
ガールズ・イン・トラブル スペース・スクワッド EPISODE ZERO 東映 スタントコーディネーター 
クロノゲイザー 時空の結び⽬ オッドエンタテインメント アクション監督 

【2015】 
TOURNAMENT T-JOY スタントパフォーマー 

【2013】 
47RONIN アメリカ スタントパフォーマー 

【2012】 
トーク・トゥ・ザ・デッド トラヴィス スタントコーディネーター 

【2011】 
KG カラテガール CJ Entertainment/T-JOY ユーティリティースタント/パフォーマー 
レッドティアーズ 紅涙 ユナイテッドエンタテインメント スタント/ファイトコーディネート 

【2009】 
ハイキック・ガール！ ハイキック・ガール！パートナーズ スタント/ファイトコーディネート 
ランディーズ ユナイテッドエンタテインメント スタント/ファイトコーディネート 

【2008】 
全然⼤丈夫 スタイルジャム スタント/ファイトコーディネート 

【2007】 
1303号室 スリー・ジー・コミュニケーション スタントコーディネート 
たとえ世界が終っても アルゴ・ピクチャーズ スタントコーディネート 
バッテリー 東宝 アディショナルスタントコーディネート 

【2006】 
花⽥少年史 幽霊と秘密のトンネル 松⽵ スタント/ワイヤーコーディネート 
マスター・オブ・サンダー ⽇活 アシスタントスタント/ファイトコーディネート 

【2005】 
逆境ナイン アスミック・エース スタントコーディネート 
HINOKIO 松⽵ スタントコーディネート 
スクラップ・ヘブン オフィスシロウズ/シネカノン スタント/ファイトコーディネート 

【2004】 
恋⼈はスナイパー 劇場版 東映 アクション監督 

【2003】 
⻩⿓ イエロードラゴン 倉⽥プロモーション スタント/ファイトコーディネート 
実録ヒットマン北海の⻁ 望郷 東映 スタント/ファイトコーディネート 
修羅のみち 8 ⼤阪最終⾎戦 東映 スタント/ファイトコーディネート 
修羅のみち 7 暴⼒⾦融列島 東映 スタント/ファイトコーディネート 

【2002】 
リターナー 東宝 アクション監督 

【2001】 
九州マフィア外伝 東映 スタント/ファイトコーディネート 
狂弾Ⅱ アジア暴⼒地帯 アーバンタイムス スタント/ファイトコーディネート 

【2000】 
千⾥眼 東映 アクション監督 



静かなるドン THE MOVIE KSS スタント/ファイトコーディネート 
東京攻略 ⾹港 スタントパフォーマー 

【1997】 
ねらわれた学園 THE MESSIAH FROM THE FUTURE ギャガ スタントコーディネート 
エコエコアザラクⅢ MISA THE DARK ANGEL ギャガ スタント/ファイトコーディネート 

【1996】 
エコエコアザラクⅡ BIRTH OF THE WIZARD ギャガ スタント/ファイトコーディネート 

 
【1993】 

帰ってきた⽊枯し紋次郎 東宝 スタントパフォーマー 
【1991】 

極道追跡 ⾹港 スタントパフォーマー 
    

他 
 
テレビ                                           
【2021】 

THE突破ファイル ⽇本テレビ スタント/ワイヤーコーディネート 
【2020】 

捜査会議はリビングで！おかわり NHK BS プレミアム スタント/ファイトコーディネート 
【2019】 

ストロベリーナイト・サーガ フジテレビ スタント/ファイトコーディネート 
【2018】 

捜査会議はリビングで！ NHK BS プレミアム スタント/ファイトコーディネート 
第 6回ドラマ甲⼦園 ｢受験ゾンビ｣ フジテレビ スタント/ファイトコーディネート 
世にも奇妙な物語 ʼ18秋の特別編-クリスマスの怪物 フジテレビ スタントコーディネート 
星屑リベンジャーズ AbemaTV スタント/ファイトコーディネート 
オトナの⼟ドラ｢限界団地｣ フジテレビ スタントコーディネート 
世にも奇妙な物語'18 春の特別編 フジテレビ スタントコーディネート 

【2017】 
新宿セブン テレビ東京 スタント/ファイトコーディネート 
犯罪症候群 Season1 東海テレビ×WOWOW スタント/ファイトコーディネート 
犯罪症候群 Season2 東海テレビ×WOWOW スタント/ファイトコーディネート 
ドラマ特別企画 松本清張「果実のない森」 テレビ東京 スタントコーディネート 
スリル!~⾚の章・⿊の章~   NHK・NHK BS プレミアム アシスタントスタントコーディネート 

【2016】 
代償 Hulu スタント/ファイトコーディネート 
⼟曜プライムスペシャルドラマ 刑事⽝養隼⼈ テレビ朝⽇ スタント/ファイトコーディネート 

【2015】 
保育探偵 25 時〜花咲慎⼀郎は眠れない!!〜 テレビ東京 スタント/ファイトコーディネート 
妻は、くの⼀ 〜最終章〜 NHK BS プレミアム アクション監督 
陰陽師 テレビ朝⽇ アクション監督 
どす恋 ミュージカル  相撲ファイトコーディネート 

【2014】 
⿏、江⼾を疾る NHK スタント/ファイトコーディネート 
世界の果てまでイッテ Q！〜内村光良 50 歳でバック転に挑戦！in ⾹港〜 12 ⽇本テレビ アクション監督 
命ある限り戦え、そして⽣き抜くんだ フジテレビ スタント/ファイトコーディネート 

【2013】 
妻は、くの⼀ NHK/NHK BS プレミアム アクション監督 
レディー・ジョーカー WOWOW スタント/ファイトコーディネート 
⽔曜ミステリーシアター「毒 ポイズン」 ⽇本テレビ スタント/ファイトコーディネート 

【2011】 
マッスルガール TBS スタント/ファイトコーディネート 

【2010】 
⼟俵ガール TBS スタント/ファイトコーディネート 
娼婦と淑⼥ フジテレビ スタントコーディネート 

【2009】 
ドラマ特別企画 さよならが⾔えなくて テレビ朝⽇ スタントコーディネート 
嬢王 Virgin テレビ東京 スタント/ファイトコーディネート 



【2008】 
⽔曜ミステリー 港町⼈情ナース 3 テレビ東京 スタントコーディネート 
花⾐夢⾐ フジテレビ スタントコーディネート 
再婚⼀直線 TBS スタントコーディネート 
天使急便 Re:boot NHK BS-I スタントコーディネート 

【2007】 
占い師天尽 CBC アクション監督 
⽉曜ミステリー劇場｢⾎痕 2 警科研･湯川愛⼦の鑑定ファイル｣ TBS スタントコーディネート 
⾦曜エンタテイメント｢気象予報⼠･⼤沢富⼠⼦の事件ファイル｣ フジテレビ スタントコーディネート 
銭華 2  DX豪華版 ⽇本テレビ スタント/ファイトコーディネート 
翼の折れた天使たち 衝動 フジテレビ スタント/ファイトコーディネート 

【2006】 
地獄少⼥ ⽇本テレビ スタントコーディネート 
シナリオ登⿓⾨ 2005｢きたな(い)ヒーロー｣ ⽇本テレビ スタント/ファイトコーディネート 
⼟曜ワイド劇場｢夜桜お七殺⼈事件〜ダブル･フェイスの⼥〜 テレビ朝⽇ ファイトコーディネート 
⼟曜ワイド劇場｢はみだし弁護⼠巽志郎 (11) テレビ朝⽇ スタントトコーディネート 
⾦曜エンタテイメント｢ハマの静⾹は事件がお好き episode4 フジテレビ スタントコーディネート 
⾦曜エンタテイメント｢津軽海峡ミステリー 航路 5｣ フジテレビ スタントコーディネート 

【2005】 
スペシャルドラマ｢ウメ⼦｣ TBS スタントコーディネート 
⽉曜ミステリー劇場 ⾦⽥⼀耕助シリーズ 32｢神隠し真珠郎｣ TBS スタントコーディネート 
突撃! イドバタ７ テレビ東京 アクション監督 

【2004】 
Ｘ'masドラマ SP｢奥さまは魔⼥リターンズ｣ TBS スタントコーディネート 
⾦曜ﾅｲﾄドラマ「ああ探偵事務所」 テレビ東京 スタント/ファイトコーディネート 
Division1｢ハングリーキッド｣ フジテレビ スタント/ファイトコーディネート 
⾦曜エンタテイメント｢アリバイの彼⽅に (3)｣ フジテレビ スタントコーディネート 
サラリーマン⾦太郎 4 TBS スタント/ファイトコーディネート 
正⽉早々何かが起こる世界あっぱれ最強祭!!⽣ですべてが決着 SP ⽇本テレビ スタントコーディネート 

【2003】  
超星神グランセイザー テレビ東京 スタント/ファイトコーディネート 
ぼくの魔法使い ⽇本テレビ スタントコーディネート 
⽉曜ミステリー劇場｢弁護⼠⾼⾒沢響⼦ (6)｣ TBS スタントコーディネート 
ウンナン＆鶴瓶のMOVIE MAGIC ⽇本テレビ ワイヤーアクション 
刑事☆イチロー ⽇本テレビ スタント/ファイトコーディネート 

【2002】 
恋⼈はスナイパーEPISODE2 テレビ朝⽇ アクション監督 

【2001】 
恋⼈はスナイパーEPISODE1 テレビ朝⽇ アクション監督 

【2000】  
⽉曜ミステリー｢⼥借⾦取りが⾏く｣ TBS スタントコーディネート 

【1998】 
ウルトラマンガイア  TBS スタント/ファイトコーディネート 
⾦曜ドラマ｢略奪愛･アブない⼥｣ TBS スタントコーディネート 
仮⾯天使ロゼッタ テレビ東京 スタント/ファイトコーディネート 

【1997】  
真･⼥神転⽣ デビルサマナー テレビ東京 スタント/ファイトコーディネート 
⽊曜ドラマ｢ストーカー･誘う⼥｣ TBS スタント/ファイトコーディネート 

【1996】  
こんな私に誰がした フジテレビ スタントコーディネート 
ズームイン SUPER!! ⽇本テレビ ワイヤーアクション 
学校へ⾏こう！ MAX TBS ファイトコーディネート 
笑う⽝の冒険/アヤカ篇 フジテレビ スタント/ファイトコーディネート 
SMAP＆SMAP フジテレビ スタント/ファイトコーディネート 
新春かくし芸⼤会 フジテレビ スタント/ファイトコーディネート 
バンク!バンク!バンク! 少年銀⾏強盗団 NET ACT スタント/ファイトコーディネート 
 
他 

 



ビデオ                                              
【2001】 

ウルトラマンティガ外伝 古代に蘇る巨⼈ ⼤映 スタント/ファイトコーディネート 
ウルトラマンダイナ 帰ってきたハネジロー ⼤映 スタント/ファイトコーディネート 
ウルトラマンガイア ガイアよ再び ⼤映 スタント/ファイトコーディネート 
ガードレス 復讐の⼥暗殺者 ⽵書房 スタント/ファイトコーディネート 

【2000】 
パチスロ爆裂伝-無敗列伝･⾶⿃翔 ⼤映 スタント/ファイトコーディネート 

 
【1999】 

捜査四課対広域暴⼒団 ⼤映 スタント/ファイトコーディネート 
ラストブロンクス-東京番外地 東映 スタント/ファイトコーディネート 

【1998】  
男組 (1998) ⼤映 スタント/ファイトコーディネート 

【1997】  
魔神騎⼠ジャックガイスト ﾊﾋﾟﾈｯﾄ スタント/ファイトコーディネート 
鍵師カチリ ｹｲｴｽｴｽ スタント/ファイトコーディネート 
ロンタイ BABY ⼤映 スタント/ファイトコーディネート 

    
他 

 
舞台                                             
【2020】 

七転抜⼑！⼾塚宿    Bunkamura シアターコクーン･COOL JAPAN PARK OSAKA WW ホール 殺陣指導 
【2016】 

Kill キル~新撰組がキルっ!?~   AC ファクトリーVol.30 公演  シアターサンモール ファイトコーディネート 
【2015】 

師弟ヤング・マスター 〜僕と先⽣との⼗⽇間〜   シアターサンモール  ファイトコーディネート 
【1997】 

ドラゴン放浪記 神⽥パンセホール ブルース・リー役／ファイトコーディネート 
新・⻄遊記 II〜⾦⾓・銀⾓〜 テアトルアカデミー ファイトコーディネート 
Crush Dancers テアトルアカデミー スタントコーディネート 
2135 テアトルアカデミー スタントコーディネート 
やさしい悪魔 テアトルアカデミー スタント/ワイヤーコーディネート 
やさしい悪魔〜リメイクヴァージョン〜 テアトルアカデミー スタント/ワイヤーコーディネート 
⼑ テアトルアカデミー スタントコーディネート 
 
他 

 
CM                                             
【2022】 

森永ハイチュウ「脳内男⼦」篇 スタント/ワイヤーコーディネート 
【2021】 

マネードクター スタント/ワイヤーコーディネート 
【2020】 

モンスト×SAO「YOSAKU」篇 スタント/ワイヤーコーディネート 
【2019】 

ハウス バーモントカレー「元気⼤好き！」篇 スタントコーディネート 
【2018】 

ハウス バーモントカレー「元気のヒーロー！雪合戦」篇 スタント/ワイヤーコーディネート 
ハウス バーモントカレー「元気のヒーロー！バーモント」篇 スタント/ワイヤーコーディネート 
 eo「モヤモヤしたら eo 家電量販店」篇 スタント/ワイヤーコーディネート 

【2016】 
エムアイカード「PAYMENT系 Fashion」 ワイヤーコーディネート 
ラストピリオド ワイヤーコーディネート 

【2014】 
アキュビュー「瞳も気分も軽く」篇                            スタント／ワイヤーコーディネート 
COMICO「マンガを再発明/私の⼀推し」篇 スタント/ワイヤーコーディネート 
AZUL by moussy「A Perfect Skinny」 スタント/ファイトコーディネート 



DressMax 「奥様は花嫁」篇 スタントコーディネート 
資⽣堂エリクシール「ブランド」篇 スタントコーディネート 

【2013】 
KRITIKA スタント/ワイヤーコーディネート 
E hyphen world gallery「巨⼤ AMOYAMO」篇 スタントコーディネート 

【2012】 
改源錠「ピンクパッケージ」篇 ワイヤーコーディネート 

【2010】 
docomo「PRIME JUMP UP! ケンイチ」篇 ワイヤーコーディネート 
ソニーエリクソン「BRAVIA Phone S004」 スタント/ワイヤーコーディネート 

【2008】 
⽇清麺職⼈ 少林少⼥坦々麺 スタント/ワイヤーコーディネート 

【2006】 
ピーチ・ジョン・ザ・カタログ 2006夏号 ワイヤーコーディネート 

 
 

サミー 蒼天の拳 スタント/ワイヤーコーディネート 
爽健美茶 ⿊⽛ 中国武術指導 
サントリー胡⿇⻨茶 スタントコーディネート 
娯楽仮⾯コンケルド スタントコーディネート 
ボーダフォン スタントコーディネート 
東邦ガス スタント/ワイヤーコーディネート 
NTT コムウェア 企業広告 スタント/ワイヤーコーディネート 
東京メトロ スタントコーディネート 
ジョージア スタントコーディネート 
第⼀⽣命 スタントコーディネート 
アリコジャパン スタント/ワイヤーコーディネート 
丸⼤ハム スタント/ワイヤーコーディネート 
⼀撃帝王 スタントコーディネート 
ゼクシィー スタント/ワイヤーコーディネート 
J-PHONE スタントコーディネート 
ファンタ スタントコーディネート 
セブンイレブン スタントコーディネート 
明星 うまつゆラーメン スタントコーディネート 
こくみん共済 スタントコーディネート 
TECHNOVOX スタントコーディネート 
 
他 

 
MV                                                                                         
【2021】 

「アセスメント」 Half time old UNIVERSAL MUSIC カンフーアクションコーディネート 
「ダイバー」 ポルカドットスティングレイ ユニバーサルシグマ スタント/ファイトコーディネート 

【2019】 
「バケノカワ」 ポルカドットスティングレイ ユニバーサルシグマ スタント/ファイトコーディネート 
「Edge of Days」 Kis-My-Ft2 avex trax スタントコーディネート 
「Dragonfly」 SUPER★DRAGON SDR スタント/ファイトコーディネート 

【2018】 
「RESOLVE」 ⽥所あずさ Lantis スタント/ファイトコーディネート 

【2016】 
「Donʼt be Afraid」Biohazard×LʼArc‐en‐Ciel on PlayStationVR  

Ki/oon Music   CAPCOM CO.,LTD.  Sony Interactive Entertainment inc. スタント/ファイトコーディネート 
【2008】 

「⻩⾦魂」 湘南乃⾵ TOYʼS FACTORY スタント/ファイトコーディネート 
【2007】 

「BLADE CHORD」 Abingdon boys school Epic Records スタント/ファイトコーディネート 
【2006】 

「だからどうした！」 BY PHAR THE DOPEST  BMG スタントコーディネート 
「No Regret」 倖⽥來未 rhythm zone スタント/ファイトコーディネート 



【2005】 
「Killing Me」 LʼArc~en~Ciel Ki/oon Music スタントコーディネート 

【2004】 
「Super sonic」 SPORTS Victor スタントコーディネート 

【2003】 
「Tonight, the Night」 BONNIE PINK WarnerMusic スタントコーディネート 

【2002】 
「シンギン」 無頼庵 徳間ジャパン スタントコーディネート 
 
他 

 
ゲーム                                            

仁王 1.2 コーエーテクモゲームス アクション監督 
ファイナルファンタジー スクウェア・エニックス スタント/ファイトコーディネート 
鉄拳 5・6・7 バンダイナムコ アクション監督/モーションアクター 
鉄拳タッグトーナメント 2 バンダイナムコ アクション監督 
DEAD OR ALIVE 3・4・5・6 コーエーテクモゲ−ムス/テクモ アクション監督 
サイコブレイク ベセスダ・ソフトワークス アクション監督 
バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ カプコン アクション監督 
バイオハザード ダークサイド・クロニクルズ カプコン アクション監督 
メトロイド Other M 任天堂 アクション監督 
クウォンタム セオリー コーエーテクモ アクション監督 
ツキヨニサラバ スクウェア・エニックス アクション監督 
TOBAL NoⅠ スクウェア モーションアクター 
 
他 

 
グラフィック                                          
【2021】 

TOPPA!!!TOPPAN スタントコーディネート 
【2016】 

Play Station 4 できできグラフィック Ver.2 スタント/ワイヤーコーディネート 
 

【2005】 
キリンビバレッジ 激流 中国武術指導 
 
他 

 
イベント                                           
【2001】 

東京ディズニーシー オープニング・スタントコーディネート/トレーナー 
【1996】 

ナムコ・ナンジャタウン「嵐を呼ぶ男」 スタント/ファイトコーディネート 
【1995】 

サンリオピューロランド「サーカスⅡ」 スタントコーディネート 
【1994】 

サンリオピューロランド「サーカスⅠ」 スタントコーディネート 
ナムコワンダーエッグ「トゥルーライズ・スタントショー」 スタント/ファイトコーディネート 
 
他 
 


