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｢南極物語｣・｢迷走地図｣

｢天城越え｣・｢泪橋｣・｢時代屋の女房｣

｢彩り河｣・｢ねずみ小僧怪盗伝｣

｢愛情物語｣・｢男はつらいよ/夜霧にむせぶ寅次郎｣

｢十手舞｣・｢波光きらめく果て｣

｢首都消失｣

｢ゴルフ夜明け前｣

｢敦煌｣

｢せんせい｣・｢大霊界｣・｢２２６｣

｢育子からの手紙｣

｢肉体の門｣

｢天と地と｣

｢激動の1750日｣

｢首領になった男｣

｢一杯のかけそば｣・｢奇跡の山｣・｢復活の朝｣

｢民暴の帝王｣・｢REX恐竜物語｣

｢忠臣蔵外伝・四谷怪談｣

｢時をかける少女｣・｢鉄と鉛｣

｢学び座｣

｢しあわせになろうね｣

｢ｱﾝﾄﾞﾛﾒﾃﾞｨｱ｣

｢ナイル｣

｢親分はイエス様｣

｢ハルウララ｣

｢釣りキチ三平｣

｢現代やくざ・血桜三兄弟｣・｢不良番長・突撃一番｣

｢不良番長・やらずぶったくり｣・｢悪の親衛隊｣

｢ずべ公番長・ざんげの値打ちもない｣・｢博徒斬り込み隊｣

｢関東テキヤ一家・喧嘩火祭り｣・｢暴力団再武装｣

｢博徒外人部隊｣・｢博奕打ち・いのち札｣

｢鉄砲玉の美学｣・｢狼やくざ・葬いは俺は出す｣

｢不良番長・一網打尽｣・｢昭和極道史｣

｢まむしの兄弟・障害恐喝十八犯｣・｢やくざと抗争｣

1971年

1971年

1971年

1971年 東映

東映

東映

東映

｢やくざ戦争・日本の首領｣・｢恐竜怪鳥の伝説｣

｢赤穂城断絶｣

｢皇帝のいない八月｣（報知映画賞助演男優賞)

｢事件｣

｢戦国自衛隊｣

｢ゾロ目の三兄弟｣・｢木枯らし紋次郎｣

｢銀蝶渡り鳥｣・｢ｷﾞｬﾝｸﾞ対ｷﾞｬﾝｸﾞ・赤と黒のﾌﾞﾙｰｽ｣

｢仁義なき戦い･代理戦争｣・｢ﾎﾞﾃﾞｨｰｶﾞｰﾄﾞ牙･必殺三角飛び｣

｢女番長・感化院脱走｣・｢実録・私設銀座警察｣

｢恐怖女子高校・暴行ﾘﾝﾁ教室｣・｢狂走ｾｯｸｽ族｣

｢仁義なき戦い｣・｢まむしの兄弟・刑務所暮し4年半｣

｢新・仁義なき戦い｣・｢女番長・タイマン勝負｣

｢安藤組外伝･人斬り舎弟｣・｢極道VS不良番長｣

｢実録飛車角・狼どもの仁義｣・｢脱獄･広島殺人囚｣

｢三代目襲名｣・｢あゝ決戦航空隊｣

｢山口組外伝・九州進攻作戦｣・｢極悪拳法｣

｢ｼﾞｰﾝｽﾞﾌﾞﾙｰｽ・明日なき無頼派｣・｢唐獅子警察｣

｢神様のくれた赤ん坊｣(ｷﾈﾏ旬報主演男優賞)

｢震える舌｣(ｷﾈﾏ旬報主演男優賞)

◆趣　味 散歩

◆身　長 １７４ｃｍ　

｢配達されない三通の手紙｣

｢学生やくざ｣・｢女囚やくざ｣・｢喜劇･特出しﾋﾓ天国｣

｢新・仁義なき戦い　組長の首｣

｢日本任侠道・激突篇｣・｢激突！合気道｣

｢狂った野獣｣・｢女必殺五段拳｣・｢沖縄やくざ戦争｣

｢実録外伝・大阪電撃作戦｣・｢暴走ﾊﾟﾆｯｸ・大激突｣

1972年 東映

1971年 東映

｢わるいやつら｣・｢漂流｣

｢影の軍団服部半蔵｣・｢復活の日｣

｢モーニングムーンは粗雑に｣

｢青春の門｣・｢真夜中の招待状｣

｢化石の荒野｣・｢道頓堀川｣

｢セーラー服と機関銃｣・｢青春の門・自立編｣

1972年 東映

1972年 東映

1972年 東映

1973年 東映

1973年 東映

1972年 東映

1974年 東映

1973年 東映

1973年 東映

1974年 東映

1974年 東映

1974年 東映

1974年 東映

1974年 東映

1974年 東映

1976年 東映

1975年 東映

1975年 東映

1978年 東映

1977年 東映

1976年 東映

1979年 角川

1978年 松竹

1978年 松竹

1979年 松竹

1980年 松竹･東京映画

1980年 松竹

1979年 松竹

1981年 東映･松竹

1981年 ｱﾐｭｰｽﾞｼﾈﾏ

1980年 東映･角川

1983年 東宝･松竹

1982年 東映

1982年 角川･松竹

1984年 角川･松竹

1984年 松竹

1983年 東映･松竹

1987年 東宝

1986年 東宝

1986年 松竹

1988年 東映

1988年 松竹

1987年 大映

1991年 東映

1990年 東映

1989年 東宝

1994年 松竹

1993年 東映･松竹

1992年 東映他

1998年 KSS

1998年 ｷﾈﾏ東京

1997年 東映

2001年 ｷﾈﾏ東京

1999年 東映

1998年 松竹

2010年

2009年 東映

2004年 ｷﾈﾏ東京
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E-mail：management@toei.co.jp

AB型

◆資　格 普通自動車免許、大型自動車免許

【主な芸歴】
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渡瀬　 恒彦
TSUNEHIKO　WATASE

◆生年月日 １９４４年７月２８日

◆出身地 兵庫県淡路島   

◆血液型

◆没年月日 ２０１７年３月１４日
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ドラマ

火曜サスペンス劇場

月曜ゴールデン
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YTV

MBS

TX

CX

ﾌﾞﾙｰﾘﾎﾞﾝ､日本ｱｶﾃﾞﾐｰ､ｷﾈﾏ旬報､報知映画賞助演男優賞

ﾌﾞﾙｰﾘﾎﾞﾝ､ｷﾈﾏ旬報､報知映画賞助演男優賞

｢秘・女子大寮｣・｢ずべ公番長・東京流れ者｣

｢三匹の牝蜂｣・｢不良番長・出たとこ勝負｣

｢経験｣・｢最後の特攻隊｣

｢大きな橋を架ける｣

毎日放送開局50周年記念番組

読売ﾃﾚﾋﾞ開局40周年記念番組｢熱い絹｣

｢出張料理人･亀崎源一｣

｢なんにも専務の名推理｣

｢山岳救助隊･紫門一鬼①～⑪｣ﾚｷﾞｭﾗｰ

2000年

2010年

2013年

2017年

1996年

2004年

2005年

2006年

2006年

1997年

2000年
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｢名探偵キャサリンvs十津川警部･京友禅の秘密｣

テレビ朝日開局50周年スペシャルドラマ

アガサ・クリスティ｢そして誰もいなくなった｣

月曜ゴールデン｢医師･円城寺修①・②｣

ドラマ特別企画2011｢帰郷｣

東芝日曜劇場｢オヤジの背中｣脚本鎌田敏夫

2008年

2010年

2017年 2夜連続ドラマスペシャル

ドラマスペシャル｢やまない雨はない｣

｢天と地と｣

金曜プレステージ

内田康夫ミステリー｢湯布院殺人事件｣

金曜プレステージ

｢殺し屋人別帳｣・｢監獄人別帳｣

1970年 東映

1970年 東映

1970年 東映

1970年 東映

｢タクシードライバーの推理日誌･1～39話｣ﾚｷﾞｭﾗｰ

｢おみやさんスペシャル①・②｣

｢おみやさんSP｣

土曜ワイド劇場

2011～2014年

2001年

2002年

2005年

2007年 土曜ﾜｲﾄﾞ30周年特別企画｢半落ち｣

土曜ﾜｲﾄﾞ｢警視庁捜査一課 強行犯七係｣

松本清張サスペンス ｢黒の奔流｣

土曜ワイド25周年記念スペシャル

連続時代劇｢十手人｣ﾚｷﾞｭﾗｰ

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ｢SP～警視庁警護課①～④｣

木曜ミステリー

｢新・おみやさん｣ﾚｷﾞｭﾗｰ

2011年

2014年

｢おみやさん①～⑧｣ﾚｷﾞｭﾗｰ

金曜エンタテイメント｢旅立つ人と｣

｢猟犬探偵・竜門卓セントメリーのリボン｣

金曜エンタテイメント1999年

水曜21時連続ドラマ

2011～2012年

木曜ミステリー

2005年 プレミアドラマ｢獄窓記｣

2006年 月曜ゴールデン

｢警視庁捜査一課9係①～⑫｣ﾚｷﾞｭﾗｰ

2002～2014年 ｢世直し公務員ｻﾞ公証人①～⑪｣ﾚｷﾞｭﾗｰ

2004年 ドラマ特別企画｢つぐない｣

｢塀の中の懲りない面々ｼﾘｰｽﾞ①～⑥｣

1994年 東芝日曜劇場｢ボクの就職｣ﾚｷﾞｭﾗｰ

｢十津川警部シリーズ･1～54話｣ﾚｷﾞｭﾗｰ
1987～1990年 月曜ドラマスペシャル

2015年～ ｢新・世直し公務員ｻﾞ公証人①～｣ﾚｷﾞｭﾗｰ
1992～2016年 西村京太郎サスペンス

TBS

｢いくつもの海を越えて｣

2006年 ドラマコンプレックス｢時代屋の女房｣

2001年 日本テレコムドラマスペシャル

2001～2009年 水曜ﾐｽﾃﾘｰ9

2000年 ｢死刑囚の妹｣

1999年 ｢苦い夜｣ 2002年 ｢京都迷宮案内｣･｢時効｣

1997年

｢更生人・土門恭介の再犯ファイル｣

NTV

｢刑事物語'85｣･｢卒業写真｣

2014年 金曜プレステージ

山田太一ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ｢よその歌　わたしの唄｣

｢ちりとてちん｣徒然亭草若役

2006年 ｢長崎で消えた女｣

2007年 後期・連続ﾃﾚﾋﾞ小説 2016年～

｢破弾｣

2003年 大河ドラマ｢武蔵｣沢庵役

｢捜査一課長 神崎省吾｣

2001年 ドラマ家族模様｢バブル｣ﾚｷﾞｭﾗｰ 1992年～

連続ﾄﾞﾗﾏ｢事件・市民の判決｣ﾚｷﾞｭﾗｰ

1997年 土曜ドラマ｢黄昏流星群｣ﾚｷﾞｭﾗｰ 2014年

1996年 ドラマ新銀河｢たにんどんぶり｣ﾚｷﾞｭﾗｰ

1993年 大河ドラマ｢炎立つ｣藤原秀衡役 2012年

1990年 水曜ドラマ｢愛されてますかお父さん｣

｢判事失格!?弁護士・夏目連太郎の逆転捜査｣

1986年 銀河ドラマ｢主夫物語｣ 2002年～

1985年 水曜大型時代劇｢真田太平記｣ﾚｷﾞｭﾗｰ

NHK 1983年 連続テレビ小説｢おしん｣ﾚｷﾞｭﾗｰ EX 2006年～
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CM

舞台

トーク・バラエティ番組
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テレビ朝日系 ｢ｸｲｽﾞﾀｲﾑｼｮｯｸ･ｽﾍﾟｼｬﾙ｣

テレビ朝日系 ｢徹子の部屋｣

｢遥かなる奥ｱﾏｿﾞﾝ｣

日本テレビ系 ｢おしゃれカンケイ｣

1999年 テレビ朝日系 年末ネイチャリングスペシャル

TBSテレビ系 ｢花まるマーケット｣

フジテレビ系 ｢いつでも笑みを！｣

2003年 大阪松竹座 ｢友情～秋桜のﾊﾞﾗｰﾄﾞ｣5月
2001年 中日劇場 ｢友情～秋桜のﾊﾞﾗｰﾄﾞ｣8月
1994年 アートスフィア ｢インスペクターコールズ｣
1993年 パルコ劇場 ｢ラブ・レターズ｣

｢原子力発電環境整備機構｣

｢ＪＡバンク｣農林中央金庫

NUMO

｢サンワホーム｣

｢ヨード卵・光｣日本農産工業

｢エビオス錠｣
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渡瀬恒彦／Page3

｢セキスイハイム｣

｢松竹梅｣

アサヒビール薬品

積水化学工業

宝酒造


