伊藤 麻実子
Mamiko Itoh
血液型： B型
生年月日 ： 1980年5月22日
出 身 地 ： 秋田県
身 長 ： T164. B91. W77. H99. S24.5
資 格 ： 看護師免許 神道文化検定2級
特 技 ：日本舞踊
趣 味 ：ピアノ トランペット

00～'11 鉄割アルバトロスケット参加
13〜あったずもナイト参加
最新出演作

【 TV 】

NHK

「正直不動産」 第２話～ 若松直子役 2022年4月5日放送スタート ※レギュラー NEW！

NHK

夜ドラ「カナカナ」第1話 2022年5月16日 よる10時45分～11時 NEW！
主な出演作

【CF】 サッポロビール「サッポロうまい生」'07
Calbee
「ポテトチップス」'08～'09
森永製菓 「森永ミルクキャラメル」'10
トラストバンク
「ふるさとチョイス！」 '20

【TV】 KTV 「スワンの馬鹿！こづかい３万円の恋」'07
CX
「３３分探偵」'08
NTV 「THE QUIZ SHOW」'08
YTV 「夢をかなえるゾウ」'08
CX
「オトメン(乙男)」'09
NHK 「ママさんバレーでつかまえて」'09
TBS 「ヤマトナデシコ七変化♥」'10
CX
「卒うた ～奏～」'10
MBS 「いぬのおまわりさん」'10
ＹＴＶ 「プロゴルファー花」'10
EX
「100の資格を持つ女5」'11
TX
「ここが噂のエル・パラシオ」'11
EX
「13歳のハローワーク」'12
「撮らないで下さい!!グラビアアイドル裏物語」'12
TX
CX
「最後から二番目の恋」'12
NHK 大河ドラマ「平清盛」'12
NHK 「サラリーマンNEO」'12
THK 「ぼくの夏休み」'12
TX
「勇者ヨシヒコと悪霊の鍵」'12
EX
「熱い空気」'12
KTV 「サキ」'13
YTV 「でたらめヒーロー」'13
TX
「みんな！エスパーだよ！」'13
「山田太一ドラマSP よその歌 わたしの唄」'13
CX
CX
「独身貴族」'13
MBS・TBS 「闇金ウシジマくん season2」'14
EX
「私の嫌いな探偵」'14
EX
「家政婦は見た！」'14
NHKBS「その日のまえに」'14
NTV 「磁石男」'14
TBS 「まっしろ」'15
「無敵の法律相談事務所 弁護の鉄人 橘明日香」'15
TX
EX
「アイムホーム」'15
CX
「かもしれない女優たち」'15
NTV 「磁石男2015」'15

MBS
「劇場霊からの招待状」'15
NHK
「デザイナーズベイビー」'15
CX
CSオリジナルドラマ「よろず屋ジョニー」'15
EX
「家政婦は見た！」'15
EX
AKBホラーナイト アドレナリンの夜「恩返し」'15
TBS
「わたしを離さないで」'16
NTV
「世界一難しい恋」'16
EX
「100の資格を持つ女11」'16
KTV
「ON 異常犯罪捜査官・藤堂比奈子」'16
CX
「かもしれない女優たち2016」'16
「本当にあった女の人生ドラマ『ブスの極み』」'16
CX
CX
「Chef～三ツ星の給食～」'16
TX
「駐在刑事4」'16
【舞台】
KTV
「嘘の戦争」'17
TBS
「下剋上受験」'17
NTV
「北風と太陽の法廷」 '17
NHKBS 「PTAグランパ！」 ※レギュラー '17
NTV
「孤食ロボット」 '17
EX
「トットちゃん！」'17
【配信】
CX
「刑事ゆがみ」'18
NHK BS 「PTAグランパ２！」 ※レギュラー '18
EX
「終着駅シリーズ ガラスの密室」'18
NTV
「高嶺の花」'18
NHKBS 「学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで」'18
CX
「スキャンダル専門弁護士 QUEEN 」'19
【PV】
NHK
「これは経費で落ちません！ 」 ※レギュラー '19

東宝 「エイトレンジャー２」 '14
ファントム・フィルム「福福荘の福ちゃん」'14
東宝 「HERO」'15
東映 「想いのこし」'14
吉本興業 「海辺の週刊大衆」'17
ブロードメディア・スタジオ「ラーメン食いてぇ！」'18

松竹 「林檎は樹の近くに落ちる」'18
ショウゲート「あのコの、トリコ。」'18
松竹 「人魚の眠る家」 '18
AMG 「プリズン13」 '19
日活
「WE ARE LITTLE ZOMBIES 」’19
作・演出 古関昇吾 「いい皮フ」 '11
tsumazuki no ishi 「ストレンジャー彼女」'12
あうるすぽっと「季節のない街」'12
劇団EXILE
「それ行け小劇場！！」 '14
方南ぐみ
「THE面接」'16
「あやまん教Rap」（あやまんJAPAN）'15
Netfrix 「深夜食堂-Tokyo Stories-」'16
「ゼロ 一獲千金ゲーム エピソードZERO
hulu
後藤ミツル編・後編」'18

TikTok スピンオフドラマ「泣くな！関和樹」'21
斎藤和義 「虹」’07

NHKEテレ「天才てれびくんYOU 」 特集回ドラマ「リアル戦争ゲーム」’19
NHKEテレ「天才てれびくんYOU 」 スピンオフドラマ ’20

NHK
EX
EX
NTV

連続テレビ小説「エール」 ’20
西村京太郎トラベルミステリ-72 「十津川警部のラストラン」'20

「警視庁・捜査一課長2020」 '20
「ウチの娘は、彼氏が出来ない!!」 '21
NHK総合 土曜ドラマ「きよしこ」'21
EX
「刑事7人 season7」'21
TXMX 「おいしい給食season2」'21
【映画】

日活
「大洗にも星はふるなり」'09
ファントム・フィルム「ゲゲゲの女房」'10
東映
「苦役列車」'12
ショウゲート「ボクたちの交換日記」'13
キングレコード「女子ーズ」'14

Atlantis
〒106-0044 東京都港区東麻布 2-22-5 Azabu East Court 1階 TEL：03-6230-9405 FAX：03-6230-9406
担当： 徳永 龍泰
Mobile：090-5196-1367 Mail： tokunaga@alc-atlantis.com

