
井堀 眞司 Career 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生年月日  １９６４年１０月１７日 

S I Z E  身長：１６７cm 体重：７７㎏ B：９９cm W：８５cm H：９８㎝ 

出 身 地  大阪府大阪市 

血 液 型  Ａ型 

趣味・特技  硬式テニス ボランティア 折り紙 一人あやとり 山登り 映画・演劇鑑賞 

ドライブ 旅行 

資  格  普通自動車 ＴＯＥＩＣ７７５点 

      英検準１級 英文タイプＥ級 

      ペン字検定２級 

 

【Ｖ  Ｐ】ａｕ「ケータイナビ ジャパン」店頭ビデオ コメンテイター役 

      島津製作所 研究員役 

       旭ダイアモンド企業紹介ビデオ 

       アーバンコーポレーション 

      医学用ＶＰ 整形外科での患者役 

【Ｃ  Ｍ】ダイキン業務用エアコンＴＶ－ＣＭ 中華料理店オーナー役 

【ラ ジ オ】ＡＭ神戸「パパス＆ママス」 ゲスト出演 

【テ レ ビ】ＴＢＳ「金曜日のスマたち」 

      ＡＢＣ「ビーバップハイヒール」再現フィルム 

【スチール】アストラゼネカ医薬品Ｗｅｂモデル 

      近鉄あみま倶楽部ポスター 

      三菱電機ビルテクノサービス居酒屋編 新聞広告 

【公演制作】「明日会特別公演」ディレクター 第１回～第２１回（継続中） 

      「明日会お笑いライブ」ディレクター 

       新野新プロデュース関西オール新人漫才ライブ ディレクター 

                             「笑わんかい」ライブ 第１回～第１０回 

      「銀春座」岸和田市財団法人 ５０歳以上のシニア劇団立ち上げ 

      関西初の小劇団の主宰を招聘しての演劇ワークショップ立ち上げ 

【演出・制作】「バーサよりよろしく」綺羅星ホール 

【そ の 他】「お笑い科講師」 漫才講師 ２１芸能学園 

「カルチャー科」 演劇・発声講師 ２１芸能学園 

「芸能界常識講座」メインキャスト、株式会社ゴールド 非常勤講師 

       「日本語講師」 ＣＢカレッジ、テン・ランゲージアカデミー、国際言語学院 

           「英語講師」 小西教育総合学院 



      日本語講師アシスタント」in シカゴ  

バイフォード小学校、モーレイランゲージアカデミー 

【翻訳・英訳】ＵＳＪ TV-CM 絵コンテプレゼン資料 

福島第１原子力発電所 除染対応及び実験結果 

長殿発電所主要機器購入仕様書 

インタビュー映像 Tony Mendez 他 

【通  訳】メルボルン／大阪ダブルハンドヨットレース１９９９／２００３表彰 

日本セレモニー外国人リーフレットモデル同行通訳 他 

 
職務経歴書 
 
① ２００８年１０月～現在 株式会社アートキャップ 代表取締役 

【業種】人材紹介、各種学校 【職種】営業、広報、教務 【売上高】１，７００万円 

【事業内容】モデル・タレント・コンパニオン等のキャスティングとプロモート 

モデル・タレント育成事業 

イベントの企画・制作・立案、ブライダル事業 

・これまでに培った人脈をもとに、株式会社アートキャップを設立。 

・現在、赤ちゃんからシニア、外国人を合わせて約３００名が所属。 

・新野新プロデュース 若手漫才ライブ「笑わんかい」プロデューサー 

・明日会特別公演プロデューサー 

 

②２００６年１０月～２００８年１０月 有限会社 トガノ  

【業種】人材派遣 【職種】営業、広報 【売上高】３，０００万円 

【事業内容】モデル・タレント・コンパニオン等の人材派遣、モデル・タレント育成事業 

イベントの企画・制作・立案、ブライダル事業 

・ モデル・タレント・コンパニオンのスカウト、育成、プロモートを中心にマネージャー業務を行う。 

・ それまで日本人女性の１５歳～３０歳までの所属者のみ募集だったのを窓口を広げ、赤ちゃんから

シニア、男性、外国人も含めて３０名ほどの登録者数だった数を１５０名までのばす。 

・ モデル・タレントの他にも大道芸人、漫才師、音楽家等も発掘し、イベントの制作・運営を行う。 

 

③２００４年１０月～２００６年８月 株式会社 ジャパンモデルエージェンシー  

【業種】人材派遣、各種学校 【職種】営業、広報、教務 【売上高】４億円 

【事業内容】モデル・タレント・コンパニオン等の人材派遣、モデル・タレント育成事業 

イベントの企画・制作・立案、ブライダル事業 

・ 在籍時に外国人モデルを約４０名新しく登録手続し、各方面に派遣。 

・ 男女モデルの派遣で、モデル業（ショー、スチール中心）以外にも、タレント的（映像、ＭＣ、ア

シスタント、レポーター等）的な仕事を入社時よりも増加させる。 

・ アナログ的なモデルの管理だったのをデータベース化し、コンポジットもＰＣで管理するように発



展させる。また、コンポジットの写真の掲載方法を、書類審査で受かりやすく改良。 

・ オーディション形式で、モデル希望者を集っていたのを、スカウトを導入し即戦力を増やす。 

・ モデルの養成講座の担当責任者となり、生徒管理、講師管理、カリキュラム管理から、イベントの

企画、新しい講座（ＭＣ講座、演劇レッスン、ＫＩＤＳレッスン）を導入する。教務を担当する。 

・ 上記事業に関わる広報計画立案。無料で扱うパブやインターネット広告を増やす。 

・ 月１回、有名著名人を招待して行う講義形式の授業で、自身の人脈から招聘を行う。 

（新野新、伊藤えん魔、高見健次、伊藤勝利、サノスミコ等） 

④１９９７年４月～２００３年１２月 株式会社 ＣＢコーポレーション  

【業種】各種学校   【職種】営業、広報 【売上高】７億円 

【事業内容】ＣＢカレッジグループ（英会話、日本語、保育士、放送作家、コンピューター、花、ミュ

ージカル、芸能等講座、教室）の経営 

・ ２１芸能学園を統括するマネージャーとして勤務。広報計画立案、予算書作成、イベント企画立案、

生徒及び講師管理等を行う。生徒の確保以外にイベントの数を増やし売上に貢献。 

・ ２０００年５月３日  関西で初の吉本興業、松竹芸能、ケーエープロ、大滝エージェンシーなどプ  

             ロダクション合同の若手漫才を企画。ワッハホールの観客動員の最高記録を   

                         更新。大阪府知事賞を設置。 

・ ２００２年６月 財団法人岸和田市文化財団と、５０歳以上の方対象の演劇集団「銀春座」結成。 

・ ２００３年９月 関西では初の小劇団の主宰や作家、演出家を招いての演劇ワークショップを企画。 

・ 第１期生から第１０期生までの全生徒のマネージメントを担当。漫才師や歌手、役者、司会の派遣。

卒業生を各プロダクションに所属させて、有名タレント（久保田磨希、小柳こずえ、ライセンス、

ふうらいぼう、ダウト、スイミー船、いちご姫、Natural Colors 他）を輩出する。 

・ 演劇や漫才講師、芝居の演出の他、グループ校で英会話や日本語講師の代講。 

 

⑤１９９４年１月～１９９７年３月 京都科学技術学園専門学校 

【業種】専門学校   【職種】営業、広報 【事業内容】全国にある専門学校の経営 

・ 新規事業として、学校を開校するので教室長として入社。 

・ １９９４年８月 難波での公務員試験合格を目指すための学園開校に尽力。 

・ １９９４年 10 月 女性のための就職予備校開校のため従事、教室長担当。 

・ １９９５年１月 人事異動となり、理事長の秘書。 

・ １９９５年３月 コンピューター事業情報収集のためアメリカ合衆国に出張。遂次通訳。 

・ １９９５年５月 元フィリップス大学日本校の校舎で１０５（イチマルゴ）芸能学園の開校準備に    

あたる。学園長に新野新氏を迎える。 

・ １９９６年４月 １０５芸能学園で広報と教務を担当。生徒管理、講師管理。 

・ １９９７年３月 第１回卒業公演を行い、その制作責任者として従事。 

・ １９９７年４月 １０５芸能学園が次の会社に移転。名称を２１（ツーワン）芸能学園と改名。 

 



⑥１９９３年１月～１９９３年１２月 

・ テン・ランゲージアカデミー 日本語能力検定試験２級講座の講師 ２コマ担当 

                  日本語講師 １コマ担当 

・ 国際言語学院 学院の運営と営業をしながら日本語講師を担当 

・ 小西教育総合学院（塾） 小学１年生から６年生まで、英会話を指導 

 

⑦１９８５年４月～１９９２年３月 相互ブリッスル株式会社 入社 

【業種】専門商社  【職種】ルート営業、貿易事務 【売上高】８億円 

【事業内容】中国からブラシの原材料（獣毛）の輸入。ブラシメーカーへの国内販売。 

・ 営業部の一般職でルート営業、新規開拓。 

・ 貿易事務等、通関に必要な書類を作成。 

・ 在庫管理をデータベース化。 

・ 筆ペンや歯ブラシの人工原材料を世界各国に輸出。商業英語の取引文章を作成。 

・ ドイツでのブラシの展覧会に地場産業の得意先を引率して、遂次通訳。 

・ ブラシ製造機械の展覧会を国内で開催。メーカーの代理店として遂次通訳。 

 

⑧留学経験 

・ １９９２年４月～１９９２年１２月  

アメリカ合衆国 シカゴ市の小中学校で日本語インターンを経験 

バイフォード小学校（６歳から１２歳） 

モーレイランゲージアカデミー（６歳から１４歳） 

※ 子供達にインターンとして日本語や日本文化を教える。大学で日本語講師アシスタントを経験 

・ １９８８年１２月～１９８９年１２月 

カナダ モントリオール市 マギル大学語学留学 

 

⑨その他 

・ １９９７年１２月にボランティア団体「大阪帆船と国際交流の会」（Sail And International Link of 

Osaka）が設立。２００１年１月から２００５年１２月まで代表を務める。現在会員数４１名。海

と帆船と国際交流のボランティアを各地に派遣。 

 

⑩取得資格 

  １９７５年３月  珠算検定 ３級 

  １９７６年９月  書道   ３段 

  １９８４年１１月 英文タイプＥ級（１分間 ２０語）現在４０語程度 

  １９８４年１０月 普通自動車第１種免許 

  １９８４年１１月 硬筆書写技能検定 ２級 



  １９９５年１１月 英語検定 準１級 

  １９９６年１１月 ＴＯＥＩＣ ７７５点取得（ビジネスレベル） 

           ＴＯＥＦＬ ５０４点取得 

 


