
今  本  洋  子  

＜イマモト・ヨウコ＞ 
生年月日：１９４６年１２月２４日  出  身：東京都 
サ イ ズ：１５４cm  Ｂ８２cm  Ｗ６５cm  Ｈ８８㎝   Ｓ２３㎝ 
趣  味：手芸・茶道         

 
 ｢笑顔の法則｣                       ＴＢＳ 
 ｢高原へいらっしゃい｣                   ＴＢＳ 
 ｢銀座まんまんなか｣(佳代役)                ＴＢＳ                       
 ｢年下のひと｣(朝田通子役)田中登監督             ＮＴ

Ｖ 
 ｢法医学教室の事件ファイルXXII｣(庄司静江役)  山本邦彦監督  ＮＴ

Ｖ 
 ｢今週、妻が浮気します｣(8 話･10 話陶子の母役)        ＣＸ 
 ｢怨み屋本舗｣(最終回・根本院長役)               ＴＸ 
 土曜ワイド劇場｢温泉若おかみの殺人推理｣ＳＰ(林田聡子役)  ＡＮＢ 
｢法律事務所３｣(渡辺美智代役) 

 月曜ゴールデン｢温泉若おかみの殺人推理｣ＳＰ(林田聡子役)  ＴＢＳ 
｢駅弁刑事３｣(磯野雪江役) 
｢捜し屋☆諸星光介が走る！４｣(志村たえ子役) 
｢量刑｣(上村郁子役) 
金曜プレステージ 浅見光彦シリーズ○34｢美濃路殺人事件｣(糸山役) ＣＸ 

 ｢たったひとりの反乱｣                               ＮＨＫ 
 ｢相棒８｣(南条恵子役)                               ＡＮＢ 
 ｢臨場」（老婆役）                                  ＡＮＢ 
 土曜時代劇「桂ちづる診察目録」（お千代役）                    ＮＨＫ 
 ｢仁 完結編」（7話・患者の母役）              ＴＢＳ 
連続ドラマＷ「罪と罰」（5 話・飴屋の母役）       WOWOW 
｢警視庁捜査一課 9係」（9話・戸神弓恵役）           ＥＸ 
｢遅咲きのヒマワリ」（10話・患者役）              ＣＸ 
土曜ワイド劇場 「ゴーストライターの殺人取材Ⅱ｣(竹岡芙佐子役)   ＣＸ 
「人質の朗読会」（くちなし会メンバー役）谷口正晃監督   WOWOW 
金曜プレステージ ｢外科医 鳩村周五郎 12｣(老婆役)       ＣＸ 
月曜ゴールデン ｢警視庁南平班 七人の刑事｣(石川佳子役)   ＴＢＳ 

 ｢キッドナップツアー｣（土産物屋のおばさん役）          ＮＨＫ 
｢ON異常犯罪捜査官・藤堂比奈子｣（大崎奈津子役）          ＣＸ 
「嘘の戦争」（2話・老女1役）                 ＫＴＶ 
「片想い」（１・３話・広川妙子役）            ＷＯＷＯＷ 

「特捜９season1」（９話・八木智子役）細川光信監督      ＥＸ 

「ドロ刑」（6 話・家人の母親役）高橋朋広監督        ＮＴＶ 

「メゾンドポリス」（3 話・工藤千代子役）佐藤祐市監督    ＴＢＳ 

「刑事 7人」（5話・大野春子役）及川拓郎監督         ＥＸ 

 「潤一」（1話・バスの老女役）北原栄治監督          Amazon 
「CHEAT～詐欺師の皆さん、ご注意ください」             
         （1 話・五十嵐文枝役）湯浅典子監督 ＮＴＶ 
 「トップリーグ」（５話・灰原涼子役）星野和成監督     ＷＯＷＯＷ 
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映  画 
 ｢フリージア｣(伊藤孝子役)                                渡辺武監督 
 ｢守ってあげたい｣(おばあちゃん役)                      錦織良成監督 
 ｢荒ぶる魂｣(溝口の妻役)                                 三池崇監督 
 ｢きみのともだち｣                                  廣木隆一監督 
 ｢ホア～！松島遠い渚ふたたび｣(京子役)                     亀渕裕監督 
 ｢おくりびと｣                                  滝田洋二郎監督 
 ｢禅 ＺＥＮ｣(松下禅尼役)                             高橋伴明監督 
 ｢震えて眠れ｣                                    井坂聡監督 
 ｢少女戦争」（老婆役）                             及川中監督 
｢僕と妻の１７７８の物語」                  星護監督 
｢アントキノイノチ」                   瀬々敬久監督 
｢Another ｱﾅｻﾞｰ」（久保田の母役）             古澤健監督 

 ｢武蔵野Ｓ町物語」（健一の祖母役）           金澤克次監督 
｢BRAVEHEARTS海猿」（初老の妻役）           羽住英一郎監督 
｢忘れないと誓ったぼくがいた」（岩井希恵役）       堀江慶監督 
｢夫婦フーフー日記」                  前田弘二監督 
「スクール・オブ・ナーシング」（緒方澄子役）     足立内仁章監督 
 「永い言い訳」                     西川美和監督 
 「栞」（高野通子役）                   榊原有佑監督 
 「楽園」（多部章子役）               瀬々敬之監督 
中国映画「淵野辺」（緒方節子役）             李 亘監督  
「望み」（証言者役）                 堤幸彦監督 
「ドクター・デスの遺産-BLACK FILE-」（大家役）        深川栄洋監督 

 「おもいで写眞」（千代役）                 熊澤尚人監督 

「浅草キッド」（大家さん役）              劇団ひとり監督 

「さかなのこ」（老妻役）                  沖田修一監督 
 
ド ラ マ 
 ｢巡査びんびん物語｣(宝屋の女将役)              ＣＸ 
 ｢少年たち｣(そうじのおばさん役)              ＮＨＫ                    
｢美容エステ殺人セラピー｣(若林よね子役)             ＣＸ 
｢着物デザイナー黛涼子推理紀行｣ 

 ｢女同士｣(妙子役)                   東海テレビ                     
｢四つの終止符｣(白川トメ役)                   ＴＸ 
｢函館五稜郭殺人旅情｣(尾乃木澄江役) 

 ｢人情しぐれ町｣(５話・女房)                ＮＨＫ 
 ｢はるちゃん５｣(佐藤萌子役)              東海テレビ 
 ｢生きるための情熱としての殺人｣(英子役)          ＡＮＢ 
 ｢ビューティー７｣(金持ちの客役)              ＮＴＶ 
 ｢ウェディングプランナー｣                  ＣＸ 
 ｢眠れぬ夜を抱いて｣(10 話・女将役)             ＡＮＢ 
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「 死 役 所 」 （ 7 話 ・ 石 間 ミ チ 役 ） 棚 澤 孝 義 監 督   Ｔ Ｘ 
「テセウスの船」（4 話・被害者の会参加者役）石井康晴監督   ＴＢＳ 

「ハイポジ～1986 年二度目の青春～」(最終話)平林克理監督 ＴＶＯ 
「おカネの切れ目が恋のはじまり」 

（４話・おばあちゃん役）平野俊一監督   ＴＢＳ 
「あのコの夢を見たんです。」 

（２話・横田のおばあちゃん役）松本花奈監督  ＴＸ 
「警視庁強行犯係・樋口顕」（3 話・千代子役）金佑彦監督      ＴＸ 
「武士スタント逢坂くん！」（4.最終話・富江役）渋江修平監督 ＮＴＶ 
「スナックキズツキ」（7 話・皆川役）湯浅弘章監督          ＴＸ 
「潜水艦カッペリーニ号の冒険」（病院の老婆役）馬場康夫監督     ＣＸ 
「しもべえ」（２話・おばあさん役）山内大典監督          ＮＨＫ 
「ゴシップ #私が知りたい本当の○○」 

（4.9.11話・下馬清子役）石川淳一監督 木村真人監督 ＣＸ 
 
 
 
ビデオ映画 
 ｢カイシャの怪談｣(公子の母役)                         加藤文彦監督 
｢紅色の夢｣ 
｢性犯罪白書｣ 

 ｢喧嘩の花道４｣(館の母役)                          石川均監督 
 ｢極道鑑定士](浜野道子役)                           高瀬監督 
 ｢ツインギャング｣Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ(浅利郁恵役)                 辻裕之監督 

 
Ｃ  Ｆ 
九州電力 
第一三共 
   他 多 数  

 
Ｖ  Ｐ 
朝日新聞   他多数 
 

Ｐ  Ｖ 
 ふくい舞「いくたびの櫻」 

茅原実里「会いたかった空」 
 
舞  台 
 「木に花咲く」      柏・高島屋 
 「忘れられた人びと」   大塚・萬スタジオ   
                       他多数出演 

 
Ｗｅｂドラマ 
｢cancan探偵事務所｣(１話・ビルオーナー役) 
「すべての恋は片想いからはじまるっぽい」 
（5.6.8.11.13話・岸小雪役）松本花奈監督  放課後カルピス presents 
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