
広 告 原 稿 

  

①広告主名 

関西テレビ放送株式会社 

 

②著作物等のジャンル 

放送番組（ドラマ作品）における俳優の実演 

 

③著作物等の概要 

テレビドラマ「どてらい男」（放送期間：1973年(昭和48年)10月～1977年(昭和52年)3月） 

制作著作：関西テレビ 

④連絡先 

 社名：関西テレビ放送株式会社     担当部署：コンテンツビジネス局コンテンツ事業部 

住所：大阪市北区扇町2-1-7       担当者： 河野邦湖 

 TEL：06-6314-8888(代表)       FAX：06-6314-8379 

 E-mail：ktv_ondema@ktv.co.jp 

⑤詳細 

 

関西テレビでは1973年10月から1977年3月まで放送されたテレビドラマ「どてらい男」(主演：西郷輝彦氏 制

作著作：関西テレビ)の二次利用（ビデオグラム化、動画配信等）を検討しておりまして、ドラマに出演された俳

優（実演家）の方々に利用許諾をお願いするべく、作業を進めております。 

 

(社)映像コンテンツ権利処理機構(aRma)への申請並びに当時の関係者の方々への聞き取り調査などを行いました

が、現在全出演者の方々のうち、232 名の方々の所属先等が不明となっており、連絡がとれない状況となってお

りまして、情報を求めております。 

ご本人またはご遺族の方、関係者の方がおられましたら、上記連絡先までご連絡いただけますでしょうか。 

なにとぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No 実演家名(敬称略) 出演時の所属事務所※
1 青柳三枝子
2 赤井タンク 東宝芸能関西
3 安芸秀子
4 安芸ひろし
5 淺川美智子
6 芦沢次男 中川事務所
7 アジュクコーヘン
8 梓英子 小川企画
9 阿山俊二
10 阿吾十朗 吉本興業
11 飯田覚三 アクタープロ
12 家野繁次 アクタープロ
13 池田幸路 中川事務所
14 池田俊明
15 池田美智子
16 池はじめ
17 石井均 劇団喜劇
18 石川阿弥子
19 石関隆 劇団喜劇
20 石月真子 創芸プロ
21 市川小金吾
22 井上明子
23 井上博嗣 劇団ホリホックアカデミー

24 岩田克啓 劇団ホリホックアカデミー

25 ウィリアムハルウェー
26 ウエインピーグル
27 上田恵子 アクタープロ
28 鵜飼満
29 宇佐美千絵 新春座
30 海原万里 ケーエープロダクション
31 植村謙二朗
32 梅井茂子
33 江里佐代美
34 扇千景 ソウセン
35 大川きよし アクタープロ
36 大久保久雄
37 大倉美保
38 太田優子 松竹芸能
39 岡田由起子
40 奥井洋子
41 奥津由三 東宝芸能
42 小沢弘治 民芸
43 加賀瓜芳和 松竹芸能
44 風晴のり子
45 カトウハジメ 創芸プロ
46 角梨枝子
47 神長昭之 的場剣友会
48 亀井光代 山崎洋子事務所
49 栢木義一
50 カリーゲティー
51 河井多美 松竹芸能
52 川口喬 関西芸術座
53 川崎晶代 ショービジネス
54 川崎裕之
55 岸本康子 新春座
56 キセラデフナー
57 北尾はるみ 関西芸術座
58 北野瞳

テレビドラマ「どてらい男」連絡先等不明実演家の方々

※ご出演当時の所属事務所につきましては、当時の台本等や資料からわかる範囲内のものを掲載しております。



59 木原保
60 楠ひとみ
61 国富論 的場剣友会
62 国原美秋 劇団喜劇
63 邦保 アクタープロ
64 久保田勝也
65 グレイスコットランド
66 ゲイリージョージ
67 ゲイリージョーン
68 ケネス・カ・エス
69 毛呂淑子
70 坂本香
71 さくらと一郎
72 佐野久美子
73 沢村宗之助
74 沢本忠雄 小橋事務所
75 三遊亭円右
76 三角八重 ショウ・ビジネス
77 三田一枝 アクタープロ
78 ジェイムスブラウン
79 ジェリー伊藤 ジェリー伊藤スタジオ
80 下之内道
81 篠原一郎 劇団ホリホックアカデミー

82 柴田昭彦 創芸プロ
83 柴田和子
84 志摩清彦（志摩靖彦) アクタープロ
85 ジムボーガン
86 ジョエルティムス
87 逗子とんぼ
88 鈴木雄偉
89 スチーブンギブス
90 千村克子 劇団喜劇
91 園田栄弥　（国田栄弥） 関西芸術座
92 高木康幸
93 高木康裕
94 多川美智子 劇団ホリホックアカデミー

95 竹中延行 宝塚新芸座
96 竹中半平 創芸プロ
97 田崎潤 ゼロアーツ
98 立原博
99 田中圭介
100 田中直行 劇団喜劇
101 田畑実行 アクタープロ
102 田原美秋
103 玉山由利子
104 チコローラント
105 チャーロステーナー
106 茶川一郎 東宝芸能Ｂ
107 月亭可朝 フリー
108 佃和美 松竹Ｂ
109 土方弘
110 常泉忠俊 劇団喜劇
111 常泉忠延 劇団喜劇
112 ティアナフランチ
113 ディーロィイーベル
114 ディビッドハワード
115 寺下保 劇団未来
116 時美沙
117 徳永れい子 東宝
118 土佐林道子 創芸プロ
119 トニーベルジュ
120 トニーマトム
121 斗南次郎
122 友藤秀幸 アクタープロ



123 永井秀明
124 中条哲夫
125 中田光彦 宝塚新芸座
126 永野達雄 アクタープロ
127 永野道江
128 長浜藤夫
129 夏川大二郎 渡辺アーティスト
130 奈良猪と平
131 西康一 アクタープロ
132 西真琴 創芸プロ
133 西村正平
134 西山嘉孝 新春座
135 丹羽志津
136 野崎善産（野崎善彦） アクタープロ
137 橋本尚友 新春座
138 八代るみ子
139 初音礼子 宝塚新芸座
140 浜村純
141 原聖四郎
142 ハルゴールド
143 バレリースミス
144 伴有司 アクタープロ
145 伴大吾 吉本興業
146 ピーターレイノルズ
147 日吹現 ペン企画
148 弘世東作
149 福田晴彦 アクタープロ
150 藤江リカ 武田事務所
151 藤原一郎
152 藤本裕己
153 双葉弘子 新春座
154 フランツグーパー
155 ブラントリンク
156 古川ロック 宝塚新芸座
157 朋良
158 ポール・ファスト
159 ボブホーマン
160 本円みどり
161 マーガレットスプリンガー
162 マイクダニーン
163 桝谷一段
164 松浦克之 アクタープロ
165 松田勝利 アクタープロ
166 マツダ千枝子
167 松田春子 アクタープロ
168 松村圭造
169 松本史朗
170 松本徳二 宝塚新芸座
171 松本智子
172 的場達雄 的場剣友会
173 三浦策郎 松竹芸能
174 三田一鶴
175 ミッチスコギン
176 南志郎
177 三益愛子 東宝
178 三好正夫 東宝芸能関西
179 村井寛之
180 村田知栄子
181 村山俊二
182 毛利菊枝 劇団くるみ
183 元永摂（朝永摂） くるみ座
184 森明子 新芸座
185 森啓二
186 森秀人 創芸プロ



187 八重垣百合 創芸プロ
188 山口朱美 アクタープロ
189 山口幸生 アクタープロ
190 山崎勉 創芸プロ
191 山田禅二
192 山梨浩一 ペン企画
193 山本稔 宝塚新芸座
194 山本麟一
195 山吉克昌
196 ヤンエリック
197 吉井裕海 劇団喜劇
198 吉田義夫 プラスワン
199 吉田義男
200 吉本由利子
201 四尾純一郎（円尾紘一郎） 宝塚新芸座
202 リンピッチマン
203 ローラルトジュティセル
204 ロルフジュイサー
205 和気成一 東宝芸能
206 和田正信 フリー
207 麻田ルミ
208 市ひな
209 上野しのぶ
210 宇野繁次（家野繁次） アクタープロ
211 大空ニット
212 岡崎薫
213 奥村和恵 劇団ホリホックアカデミー

214 倉岡伸太郎 東映
215 ケリージュディチー
216 酒田貞枝
217 迫田十 アクタープロ
218 十河小一郎
219 荘溝二
220 竹井笑平
221 田辺真嗣
222 内藤安造（内藤栄造） 劇団俳優小劇場
223 長英和実（長束和実） 劇団ホリホックアカデミー

224 中田浩三
225 波田久夫 創芸プロ
226 原良子
227 間宮清子 創芸プロ
228 三田雅美 劇団ホリホックアカデミー

229 宮前ゆかり 劇団ホリホックアカデミー

230 山家浩一
231 山口真代 アクタープロ
232 山本美加


