本 名

：

い とう

かつのぶ

伊藤

克信

古橋克信 （ ふるはし かつのぶ ）

生年月日

：

１９５８年 6 月２７日

出身地

：

栃木県 日光市

サ イ ズ
特 技
スポーツ

： T 170 cm B 100cm W 92 cm H 110cm
： 栃木弁 落語 温泉評論家
： スピードスケート アイスホッケー 卓球 競輪

資格 ・ 免許

：

TX

S 26.5 cm

普通自動車免許 教員免許 調理師免許

「 ＴＶ チャンピオン ～ 芸能人日本なんでも地理王選手権 」 優 勝
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＜伊藤克信＞

芸歴
＜映画＞

1981
1982
1983

1984

1985

1986
1988

1990
1991
1992
1995
1999
2002
2004
2005

2006

2007
2008
2009
2010
2012
2014

＜テレビ＞

日本ヘラルド 「の・ようなもの」 主演デビュー 監督：森田芳光
にっかつ 「キャバレー日記」 主演 監督：根岸吉太郎
松竹 「天城越え」 監督：三村晴彦
にっかつ 「ピンクカット太く愛して深く愛して」 主演 監督：森田芳光
松竹 「俺っちのウェデイング」 監督：根岸吉太郎
ATG 「家族ゲーム」 監督：森田芳光
人間プロ 「泪橋」 監督：黒木和雄
角川映画 「メインテーマ」 監督：森田芳光
東宝 「チーちゃんごめんね」 監督：西河克己
にっかつ 「残酷！少女タレント」 監督：上垣保朗
角川映画 「早春物語」 監督：澤井信一郎
日本ヘラルド 「生徒諸君！」 監督：西河克己
フジテレビ 「タンタンたぬき」 監督：川島 透
日本ヘラルド 「片翼だけの天使」 監督：舛田利雄
フジテレビ他 「そろばんずく」 監督：森田芳光
東映 「ラブ・ストーリーを君に」 監督：澤井信一郎
ロッポニカ 「首都高速トライアル」 監督：金澤克次
パル企画 「りぼん RE－BOＲN」 監督：今関あきよし
松竹 「独身アパートどくだみ荘」 監督：阿部誠華
日本ビクター 「童貞物語２ チェリーボーイズ」 監督：高原秀和
松竹 「山田村ワルツ」 監督：金子修介
東宝 「スパイゲーム」 監督：デビッド・ウー
松竹 「バカヤロー！３ へんな奴ら」 監督：鹿島 勤
角川映画 「幕末純情伝」 監督：薬師寺光幸
東宝 「未来の想い出 Last Christmas」 監督：森田芳光
東映 「日本一短い『母』への手紙」 監督：澤井信一郎
松竹 「黒い家」 監督：森田芳光
千葉ﾃﾚﾋﾞ放送 「ベースボールキッズ」 監督：瀧澤正治
ｿﾌﾄ･ｵﾝ･ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 「あゝ！一軒家プロレス」 監督：久保直樹
東映 「海猫」 監督：森田芳光
BLUE PLANET 「水に棲む花」 監督：後藤憲治
フィルムパートナーズ 「デコトラの鷲 恋の花咲く清水港」 監督：香月秀之
バップ・ゼアリズ 「ミラーマン REFLEX」 監督：小中和哉
アートポート ｢刺青 堕ちた女郎蜘蛛｣ 監督：瀬々敬久
インディーズ 「日本の青空」 監督：大澤 豊
東宝 「椿三十郎」 監督：森田芳光
角川映画 「サウスバウンド」 監督:森田芳光
エムエフボックス 「デコトラの鷲５ 火の国熊本 親子特急便」 監督：香月秀之
ムービープラネット 「新 スパイガール大作戦―惑星からの侵略者―」 監督：河村永徳
バイオタイド 「希望ヶ丘夫婦戦争」 原作 ： 実相寺昭雄 監督 ： 高橋 巖
東映 「僕達☆急行－A 列車で行こう－」 監督：森田芳光
アイエス・フィールド 「TOKYO てやんでぃ」 監督：神田裕司
ユナイテッドエンタテインメント 「鷲と鷹」 監督：大澤樹生
フジテレビ開局 55 周年記念作品 東宝 「バンクーバーの朝日」 監督：石井裕也
松竹 「の・ようなもの のようなもの」 監督：杉山泰一

1982 TBS 「はらぺこ同志」 レギュラー
1983
TBS テレビ小説 「おゆう」 レギュラー
1983～85 NTV 「テレビスクランブル」 レギュラー
1984 CX 「笑っていいとも」 レギュラー
1985 NTV 「鶴ちゃんのトッピング」 レギュラー
ANB 土曜ワイド劇場 「江戸川乱歩の心理試験 黒真珠の美女」
1986 TBS 「袖すりあうも嫁姑」 レギュラー
NHK 連続テレビ小説 「はね駒」
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1986～87 CX 「美味しんぼ倶楽部」 レギュラー
YTV 「2 時のワイドショー」 レギュラー
1987
ANB 「大都会 25 時」 レギュラー
1988
TX 「あぶない少年」 レギュラー
TBS ドラマ 23 「おじさん改造講座」
CX 「なっとく歴史館」 レギュラー
1988
TBS ドラマ 「結婚してシマッタ」 レギュラー
1989
CX 火曜ワイドスペシャル 「意地悪ばあさん」
TBS 土曜ドラマスペシャル 「ママに向かって撃て」
TBS ドラマ 23 「白鳥麗子でございます」
TX 「気まぐれ紀行」 レギュラー
1989～01 NTV 「ズームイン！！朝!」 レギュラー
1990
NTV 水曜グランドロマン 「女性騎手誕生」
NTV 木曜ゴールデンドラマ 「逆タマの母」
NHK 「昼のプレゼント」 知床生中継紀行
1991
東北放送 ドラマスペシャル 「ノーカ・ヌーボー’91」
TBS 「鎌倉恋愛委員会」
1991～94 TX 「地球･知りたい気分！」
1991～94 MMT 「モット！モット!TV」
1992
NTV 木曜ゴールデンドラマ 「おめでとう！！」
NTV 木曜ゴールデンドラマ 「老春模様・3」
NTV ドラマシティ’92 「好きだと言ってくれたなら」
1992～95 TX 「独占！サイクルスポーツ」
1993
NTV スペシャルドラマ 「天国に一番近いママ」
NHK スペシャルドラマ 「山田が街にやって来た」
NTV 「大人のキス」 レギュラー
KTV 「華麗なるファッションへの道～石ころたちの青春～」
1994
NHK 「ひるどき日本列島 栃木 水の渡良瀬」
1994～95 ANB 「住宅バラエティー 我が家･大作戦！」
1995
CX 金曜エンタテイメント 「お父さんのカッパ落語」
1996～01 ANB 「目撃！ドキュン・今夜の決断」
1996～99 TX 「東京レポート」
1998
TX 「日本列島 どっきり宅配便」
NTV 「TV SPECIAL’98 あぶない刑事フォーエヴァー」
NHK BS 「ハイビジョンでこんにちは～満喫!秋の奥日光ウィーク」 ５日間連続生放送
1998～99 TX 「風にタッチ」
1999
CX 美少女Ｈ 3 少女たちの異常体験 「血のような眼」
CX 金曜エンタテイメント 「お見合いツアー仕掛人」
2000
TX 女と愛とミステリー 「最後に愛を見たのは」
2001
NHK BS 「おーい、ニッポン 今日はとことん栃木県」 生放送
TX 女と愛とミステリー 「浦上伸介事件ファイル みちのく角館殺人事件」
NHK 金曜時代劇 「山田風太郎 からくり事件帖」
2004
NTV 「一番大切な人は誰ですか？」
2005
NHK スペシャルドラマ 「名探偵赤富士鷹～ABC 殺人事件」
NHK 金曜時代劇 「秘太刀 馬の骨」
TX 「TV チャンピオン～芸能人日本なんでも地理王選手権」 優勝
2006
NHK 木曜時代劇 「次郎長背負い富士」
NTV DRAMACOMPLEX 「母たることは地獄のごとく」
NHK 土曜ドラマ 「魂萌え！」
TBS 月曜ゴールデン 「離婚妻探偵」
2007 TBS 「きらきら研修医」
CX 金曜プレステージ 内田康夫旅情サスペンス 「多摩湖畔殺人事件」
NHK 木曜時代劇「陽炎の辻～居眠り磐音 江戸双紙～」
ＴＸ 恋愛診断ボーイズラブ 「運命のコドウ」
ANB 松本清張ドラマスペシャル 「点と線」
2008
NHK 土曜ドラマ 「トップセールス」
ANB 土曜ワイド劇場 「検事・朝日奈耀子７」
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2009

WOWOW ドラマ W 「戦力外通告」
NHK デジタルラジオドラマ 「キスから始まるストーリー」
TBS 月曜ゴールデン 「ご近所探偵五月野さつき④ 旅立ちの代償」
YTV 「傍聴マニア０９ 裁判長！ここは懲役 4 年でどうすか」
2011～16 スピードチャンネル 「真券・ファン倶楽部！」 レギュラー MC
2016
BS ジャパン 火曜スペシャル 「多岐川恭 男と女のミステリー時代劇」
＜ビデオ＞

他多数

1990 東映 「悪人専用」 監督：長谷部安春
1992 にっかつ 「麻雀狂騒曲・10 年はやいぜ」 監督：明石知幸
1994 バンダイビジュアル 「バカヤロー！Ⅴ エッチで悪いか」 監督：篠原哲雄

＜著書＞

1994

「伊藤克信の競輪有り金勝負」 KK ベストブック

＜ラジオ＞

1986
1986
1997
2009

RF 「フリーロード渋谷探検隊」
NHK 宇都宮 「ふるさと自慢 FM 土曜広場」
RF 「プロ野球日本ｼﾘｰｽﾞ ヤクルト－西武」 第 3～5 戦 神宮球場 中継ゲスト
NHK デジタルラジオドラマ 「キスから始まるストーリー」

他

＜舞 台＞
2013

2013

うわの空藤志郎一座 第 37 回本公演
「TOKYO てやんでぃ」 原案：春風亭昇太 作・演出：村木藤志郎
( 2013 年 3 月 2 日～17 日 新宿タイニイアリス )
うわの空藤志郎一座 夏の特別公演
「TOKYO てやんでぃ」 原案：春風亭昇太 作・演出：村木藤志郎
( 2013 年 8 月 9 日～11 日 新宿タイニイアリス )
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