伊藤 榮⼦
⽣年⽉⽇:
出⾝地:
サイズ:
最終学歴:
特技:
ジャンル:

Eiko Ito
1946年11⽉8⽇⽣
兵庫県宝塚市出⾝
156cm 53㎏
梅花学園⾼校卒
⽇舞 北京語
⼥優

◆代表作品

【映画】
「柔旋⾵」「あねいもうと」
「⽇本⼥侠伝 侠客芸者」「信号ばか」他

1963年「姿三四郎」で⼥優デビュー。
清楚な娘役で⼈気を集める。
1970年には俳優︓河原崎⻑⼀郎⽒（故⼈）と
結婚の為⼀時休業するが、1983年に活動を再
開後も「⽔⼾⻩⾨」でお馴染みのTBS時代劇枠
やNHK連続ドラマなど、テレビ、映画、ＣＭ
で活躍している。
また、テレビ、映画、ＣＭで活躍する傍ら、仕
事や⼦育ての経験を元に講演活動も⾏う。
優しく気さくな⼈柄と、仕事と家庭を⼤切にし
ながら前向きに⽣きてきたライフスタイルに
は、同世代の⼥性を中⼼に多くの共感を得てい
る。

【テレビ】
「姿三四郎(CX）」にて、1963年デビュー。
NHK:連続テレビ⼩説「虹」「はね駒」
「純ちゃんの応援歌」
⼤河ドラマ「 徳川慶喜」「葵 徳川三代」
NTV:「⽕曜ｻｽﾍﾟﾝｽ劇場」「⽊曜ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ」
EX:「⼤忠⾂蔵」「必殺仕置⼈」「徹⼦の部屋」
TBS:「⽔⼾⻩⾨」「⼤岡越前」
「ﾎﾟｰﾗﾃﾚﾋﾞ⼩説」「愛の劇場」
TX:「⼤江⼾捜査網」「孤独のグルメ」他
CX:「⼆⼗四の瞳」「銭形平次」「三匹の侍」
「親戚たち」
…他多数
【ＣＭ】
・⽇本⽣命（1980年-1984年）
・花王「アタック」（1989年-1992年）
・志満秀えびせんべい（1989年-2008年）
・⽇本⽣命（1994年〜2021年）
・サントリーウエルネス
「F.A.G.E.」（2007年-現在）
「セサミンＥＸ」（2007年-現在）
「オメガエイド」（2021年-現在）
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【

出 演

歴 】

＜映画＞
柔旋⾵（松⽵︓1964年）
あねいもうと（⼤映︓1967年）
⽇本⼥侠伝 侠客芸者（東映︓1969年）
信号ばか（1990年）
＜テレビ＞
★ドラマ
・姿三四郎（1963年、CX）
・柔道⽔滸伝（1965年、CX）
・⻑流（1966年、YTV）
・明治天皇 第⼀部、（1966年、YTV） - 皇后
・横堀川（1966年、NHK）
・素顔の⻘春（1967年、NHK）
・おかる勘平（1967年、NTV)
・⼆⼗四の瞳（1967年、CX）
・道頓堀（1968年、YTV)
・男じゃないか（1969年、KTV）
・銭形平次（CX）
第60話「帰って来た男」（1967年） - お⽟
第114話「⼭刃の掟」（1968年） - おゆき
第141話「⾦⾊の指」（1969年） - おきみ
第209話「⼥が消えた」（1970年） - お⼩夜
・⾵
第20話「⼩指のない武⼠」（1968年、TBS）
・三匹の侍
第5シリーズ 第25話「愛憎三猿」（1968年、CX） - たえ
・⼤奥（1968年、KTV） - お⽟の⽅(後の桂昌院)
・帰って来た⽤⼼棒
第6話「粟⽥⼝の迎撃」（1968年、NET）
・俺は⽤⼼棒2
第12話「暁に染まるころ」（1969年、NET）
・ライオン奥様劇場「影を慕いて」（1969年、CX / 歌舞伎座テレビ室） - 玲⼦
・連続テレビ⼩説（NHK）
「虹」（1970年）
「はね駒」 （1986年）
「純ちゃんの応援歌」（1988年）
・素浪⼈ 花⼭⼤吉
第70話「味⽅の中に敵がいた」（1970年、NET） - お志乃
・⽔⼾⻩⾨（TBS / C.A.L）
第2部（1970 - 1971年） - お菊
第4部 第3話「⼈情榛名おろし -⾼崎-」（1973年2⽉5⽇） - 忍
第25部 第2話「恵みの夫婦海苔 -君津-」（1996年12⽉16⽇） - 以祢
第27部 第24話「亡霊になって悪退治・松代」（1999年8⽉30⽇） - 殿村久江
ナショナル劇場50周年記念特別企画スペシャル （2006年3⽉13⽇） - 村⾬
第40部 第3話「会津剣⼠、男の⽣きざま! -会津-」（2009年8⽉10⽇） - おふじ
最終回スペシャル （2011年12⽉19⽇） - お滝
・⼤忠⾂蔵（1971年、NET）
・⼤岡越前（TBS / C.A.L）
第3部 第16話「殺しの⻑脇差」（1972年10⽉2⽇） - おせい
第15部（1998 - 99年） - 笙⼦
ナショナル劇場50周年記念特別企画スペシャル（2006年3⽉20⽇） - ⽉光院
・ポーラテレビ⼩説 （TBS）
「吉井川（1972年）- ツタ」 「⽩き牡丹に（1982年）- 辻サワ」 「五度半さん（1985年）」
・必殺仕置⼈
第4話「⼈間のクズやお払い」（1973年、ABC）
・ふりむくな鶴吉 第34話「梅⾬の晴れ間」（1975年、NHK）
・⼤江⼾捜査網 （12ch / 三船プロ）
第306話「懐剣返上! 涙の対決」（1977年） - およう 役
第477話「美⼈絵に秘めた⼥地獄の謎」（1981年） - おしず 役
・拳⾻にくちづけ（1981年、TBS）
・ひまわりの歌（1981年、TBS）

★ドラマ
・⾦曜ドラマ「冬の花⽕」（1983年、TBS）
・⽊曜ゴールデンドラマ / ⾮⾏の罠（1984年、YTV）
・親戚たち（1985年、CX）
・嫁と呼ばないで（1986年、CBC）
・⽕曜サスペンス劇場 （NTV）
「京都・⼥性記者シリーズ」（1994年）
「1996年殺⼈捜査」（1996年）
「救命救急センターシリーズ」（2000年） - 蜂⾕婦⻑
・愛の劇場
天までとどけ 6（1997年、TBS） - ⾦⼦英理⼦
銀座まんまんなか!（2003年、TBS）
・NHK⼤河ドラマ（NHK）
「徳川慶喜」（1998年）
「葵 徳川三代」（2000年） - 松の丸
・南町奉⾏事件帖 怒れ!求⾺I（1999年 - 2000年、TBS） - お松
・⼥同⼠（2000年、THK）
・こちら第三社会部（2001年、TBS）
・こちら本池上署（2002年 - 2005年、TBS）
・最後の忠⾂蔵（2004年、NHK ⾦曜時代劇）
・次郎⻑背負い富⼠（2006年、NHK） - とよ
・浅草ふくまる旅館 第6話「昔の恋⼈あらわる」（2007年、TBS）
・七瀬ふたたび（2008年10⽉、NHK）増⽥尚⼦役
・⼟曜ドラマ / 遥かなる絆（2009年4⽉-5⽉、NHK）
・新選組⾎⾵録（2011年4⽉-6⽉、NHK BSブレミアム）- 豊
・孤独のグルメ Season2 第8話（2012年11⽉28⽇、TX）- ⼤⼥将
・NHK⼟曜ドラマ「ご縁ハンター」（2013年、NHK）
・・・他
★バラエティー／情報番組
・「ワイドショーWHO」（1985年、ＫＴＶ）
・「徹⼦の部屋」（2000年、ＥＸ）
・「クイズ!脳ベルSHOW」（2018年11⽉17⽇、2018年6⽉5⽇、2017年11⽉6⽇、BSフジ）
・・・他
＜ＣＭ＞
・⽇本⽣命（1980年〜1984年）
・花王「アタック」（1989年〜1992年）
・志満秀えびせんべい（四国地⽅）（1989年〜2008年）
・⽇本⽣命（1994年〜2021年）
・サントリーウエルネス「セサミンＥＸ」（2007年〜現在）
・サントリーウエルネス「F.A.G.E.」（2007年〜現在）
・サントリーウエルネス「オメガエイド」（2021年〜現在）
＜その他＞
・講演活動
講演タイトル例︓
「働く⼥性“仕事と家庭の両⽴”」
「⼥優の仕事と家庭の仕事」
「輝く⼥性のこだわりの⽣き⽅」

・・・等

