
作品名 「自動車CM」
放映媒体 テレビ（CM）
主な出演者 柳沢慎吾
放映期間等 2012年12月～2013年2月
主な撮影場所 魚市場
 
作品名 「制汗剤CM」
放映媒体 テレビ（CM）
主な出演者 川島海荷
放映期間等 －
主な撮影場所 高校

作品名 「notty☆live」
放映媒体 テレビ（NOTTV）
主な出演者 押切もえ、敦士
放映期間等 2012年11月19日（月）
主な撮影場所 小田原城周辺
 
作品名 「KANAGAWA muffin」
放映媒体 ラジオ（FMヨコハマ）
主な出演者 ammoflight
放映期間等 2012年11月17日（土）
主な撮影場所 －
 
作品名 「王様のブランチ」
放映媒体 テレビ（TBS）
主な出演者 －
放映期間等 2012年11月17日（土）
主な撮影場所 小田原城
 
作品名 「火災調査官紅蓮次郎」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 船越英一郎、河相我聞、山下容莉枝、マギー、平泉成ほか
放映期間等 2012年11月10日（土）
主な撮影場所 市内各所
 
作品名 「おはスタ」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 －
放映期間等 2012年11月2日（金）
主な撮影場所 三の丸小学校
 
作品名 「歴史秘話ヒストリア」
放映媒体 テレビ（NHK総合）
主な出演者 小和田哲男
放映期間等 2012年10月31日（水）
主な撮影場所 離れの宿星が山キャンピングコテージ
 
作品名 「開運！なんでも鑑定団」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 －
放映期間等 2012年10月16日（火）
主な撮影場所 益田孝の写真
 
作品名 「カナフルTV」
放映媒体 テレビ（テレビ神奈川）
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主な出演者 －
放映期間等 2012年10月7日（日）
主な撮影場所 小田原漁港、定置網（米神）
 
作品名 「全国百線鉄道の旅」
放映媒体 テレビ（BSフジ）
主な出演者 －
放映期間等 2012年10月7日（日）
主な撮影場所 ちょうちんまつり、小田原城、山崎提灯店
 
作品名 「旅の達人がいく！阿藤快のにっぽん漫遊記」
放映媒体 テレビ（TOKYO MX）
主な出演者 阿藤快
放映期間等 2012年9月25日（火）
主な撮影場所 北條氏政・氏照墓所、小田原城、一夜城、小田原おでん本店
 
作品名 「にほんごであそぼ」
放映媒体 テレビ（NHKEテレ）
主な出演者 －
放映期間等 2012年9月24日（月）～28日（金）、10月15日（月）～19日（金）、10月29日（月）～11月2日（金）

主な撮影場所 小田原城址公園、早川漁港、わんぱくらんど、なりわい交流館、三の丸小学校、錦通り
 
作品名 「キズナの力」
放映媒体 テレビ（NHKBSプレミアム）
主な出演者 －
放映期間等 2012年9月24日（月）
主な撮影場所 国府津小学校
 
作品名 「笑ってこらえて3時間SP」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 所ジョージ
放映期間等 2012年9月19日（水）
主な撮影場所 小田原アリーナ
 
作品名 「コンパス」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 －
放映期間等 2012年9月14日（金）
主な撮影場所 松永記念館
 
作品名 「秘密のケンミンSHOW」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 みのもんた、久本雅美
放映期間等 2012年9月13日（木）
主な撮影場所 みのや吉兵衛、しいの食品、うらめし屋平じ
 
作品名 「東野圭吾ミステリー」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 広末涼子、山口さやか
放映期間等 2012年9月6日（木）
主な撮影場所 小田原城址公園、石垣山
 
作品名 「おはスタ　ミュージック・ポン」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 ウクレレキッズ☆おだわら
放映期間等 2012年9月4日（火）
主な撮影場所 タウンセンターいずみ
 
作品名 「三ツ木清隆の散策のすすめ」



放映媒体 テレビ（JCN）
主な出演者 三ツ木清隆
放映期間等 2012年9月1日（土）～30日（日）
主な撮影場所 一夜城
 
作品名 「週末Doする生テレビ」
放映媒体 テレビ（JCN）
主な出演者 佐藤玉緒、山崎まさや
放映期間等 2012年8月25日（土）
主な撮影場所 城址公園
 
作品名 「やじうまテレビ」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 ヨネスケ
放映期間等 2012年8月16日（木）
主な撮影場所 小田原城、宝パン
 
作品名 「食彩の王国」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 －
放映期間等 2012年7月28日（土）
主な撮影場所 下曽我農家、リストランテホンダ
 
作品名 「恋するドライブ」
放映媒体 テレビ（BS朝日）
主な出演者 渡辺真理、椿姫彩菜
放映期間等 2012年7月18日（水）
主な撮影場所 城址公園観光バス駐車場
 
作品名 テレビCM
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 芦田愛菜
放映期間等 2012年6月28日（木）
主な撮影場所 小田原城
 
作品名 「まさお君が行く！」
放映媒体 映画
主な出演者 香取慎吾
放映期間等 2012年6月23日（土）
主な撮影場所 大工町通り
 
作品名 「捜査線上のアリア」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 佐野史朗、若村麻由美
放映期間等 2012年6月22日（金）
主な撮影場所 小田原城、小田原駅、ホテル、日本料理店、民家

作品名 「いい旅夢気分」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 大場久美子、中山エミリ、宮地真緒
放映期間等 2012年6月20日（水）
主な撮影場所 あじさい

作品名 「100の資格を持つ女6」
放映媒体 ドラマ（テレビ朝日）
主な出演者 渡辺えり、草刈正雄
放映期間等 2012年6月16日（土）
主な撮影場所 かまぼこ屋、崖



作品名 「愛と誠」
放映媒体 映画
主な出演者 妻夫木聡、武井咲
放映期間等 2012年6月16日（土）
主な撮影場所 小田原地下街

作品名 「NEWS every」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 －
放映期間等 2012年6月14日（木）
主な撮影場所 魚市場
 
作品名 「しまじろうのわお！」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 －
放映期間等 2012年6月11日（月）
主な撮影場所 かまぼこ博物館、魚市場、家庭の食卓

作品名 「あっぱれ神奈川大行進」
放映媒体 テレビ（テレビ神奈川）
主な出演者 デビット伊東
放映期間等 2012年6月9日（土）
主な撮影場所 あじさい花菖蒲まつり、小田原どん、街かど博物館、傘職人
 
作品名 「やじうまテレビ」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 ヨネスケ
放映期間等 2012年6月1日（金）
主な撮影場所 小田原城、板橋の民家

作品名 NHK高校講座「科学と人間生活」
放映媒体 テレビ（NHKEテレ）
主な出演者 アンガールズ
放映期間等 2012年5月28日（月）
主な撮影場所 ダンボールコンポスト
 
作品名 「ぶらり途中下車の旅」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 かとうかず子、田山涼成、太川陽介、林家たい平
放映期間等 2012年5月26日（土）
主な撮影場所 たまねぎオーナー園、小田原牧場、アイス工房



作品名 「カエルの王女さま」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 天海祐希
放映期間等 2012年5月24日（木）
主な撮影場所 市民会館

作品名 「はなまるマーケット」
放映媒体 テレビ（TBSテレビ）
主な出演者 岡江久美子、薬丸博英
放映期間等 2012年5月22日（火）
主な撮影場所 レストラン、せり市

作品名 「ザ・鉄腕！DASH」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 TOKIO
放映期間等 2012年5月20日（日）
主な撮影場所 小田原城本丸広場、スポーツ会館、松永記念館
 
作品名 「男子ごはん」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 国分太一、ケンタロウ
放映期間等 2012年5月20日（日）
主な撮影場所 わんぱくらんど、フラワーガーデン

作品名 「オハスタ」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 －
放映期間等 2012年5月14日（月）
主な撮影場所 国府津共同調理場、下曽我小学校

作品名 「AKB48　ネ申テレビ」
放映媒体 テレビ（CS）
主な出演者 AKB48
放映期間等 2012年5月6日（日）
主な撮影場所 桜のある場所

作品名 「修造学園」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 松岡修造
放映期間等 2012年5月5日（土）
主な撮影場所 小田原城址公園

作品名 「ほこ×たて」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 柳沢慎吾
放映期間等 2012年4月29日（日）
主な撮影場所 一日警察署長
 
作品名 「シューイチ」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 柳沢慎吾
放映期間等 2012年4月29日（日）
主な撮影場所 小田原城、海岸ほか

作品名 「ちい散歩」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 土井善晴
放映期間等 2012年4月19日（木）
主な撮影場所 小田原城址公園



作品名 「あっこと僕らが生きた夏」
放映媒体 テレビ（NHK）
主な出演者 川島海荷、柳下大、山田健太、黒木達哉、紗綾
放映期間等 2012年4月14日（土）、21日（土）
主な撮影場所 小田原球場

作品名 「カエルの王女さま」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 天海祐希
放映期間等 2012年4月12日（木）
主な撮影場所 市民会館大ホール

作品名 「土井里美のヨコハマろはす」
放映媒体 ラジオ（ラジオ日本）
主な出演者 －
放映期間等 2012年4月12日（木）
主な撮影場所 小田原宿観光回遊バス
 
作品名 「ZIP」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 じっぺい君
放映期間等 2012年4月6日（金）
主な撮影場所 桜
 
作品名 「ZIP」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 －
放映期間等 2012年4月4日（水）
主な撮影場所 なりわい交流館
 
作品名 「大人の極上ゆるり旅」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 －
放映期間等 2012年3月22日（木）、29日（木）
主な撮影場所 マツシタ靴店
 
作品名 「MV」
放映媒体 MV
主な出演者 藍坊主
放映期間等 2012年3月17日（土）
主な撮影場所 小田原市役所屋上
 
作品名 「MV」
放映媒体 MV
主な出演者 鶴
放映期間等 2012年3月12日（月）
主な撮影場所 小田原市役所屋上
 
作品名 「おふくろ先生の診療日記4」
放映媒体 テレビ（TBS）
主な出演者 泉ピン子
放映期間等 2012年3月12日（月）
主な撮影場所 根府川公民館
 
作品名 「白戸修の事件簿」
放映媒体 テレビ（TBS）
主な出演者 千葉雄大、本郷奏多、中村静香ほか
放映期間等 2012年3月9日（金）、16日（金）



主な撮影場所 ロビンソン百貨店
 
作品名 「大人の極上ゆるり旅」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 －
放映期間等 2012年3月5日（月）
主な撮影場所 セリ市
 
作品名 「小さな旅」
放映媒体 テレビ（NHK）
主な出演者 NHKアナウンサー
放映期間等 2012年3月4日（日）
主な撮影場所 小田原城、山上かまぼこ、大幸、早瀬ひもの店、魚市場
 
作品名 「朝だ！生です 旅サラダ」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 三船美佳
放映期間等 2012年3月3日（土）
主な撮影場所 小田原城址公園、なりわい交流館
 
作品名 「ハロプロ！TIME」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 矢島舞美（C-ute）
放映期間等 2012年3月1日（木）or3月8日（木）
主な撮影場所 小田原城、競輪場
 
作品名 「ごごばん！」
放映媒体 ラジオ（ニッポン放送）
主な出演者 エド・はるみ
放映期間等 2012年2月27日（月）～3月2日（金）
主な撮影場所 スクランブル交差点の化粧品復興堂
 
作品名 「モーニングサテライト」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 －
放映期間等 2012年2月27日（月）
主な撮影場所 梅まつり
 
作品名 「ぶらり健美の旅」
放映媒体 テレビ（BS-TBS）
主な出演者 小川知子
放映期間等 2012年2月25日（土）
主な撮影場所 小田原城址公園、お堀端路上
 
作品名 「Nスタ（「Nトク」コーナー）
放映媒体 テレビ（TBS）
主な出演者 －
放映期間等 2012年2月24日（金）
主な撮影場所 おでん最新情報
 
作品名 「こだわり男とマルサの女」
放映媒体 テレビ（BSプレミアム）
主な出演者 －
放映期間等 2012年2月23日（木）
主な撮影場所 火葬場、古民家
 
作品名 「おじゃマップ」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 香取慎吾、ザキヤマ、八代亜紀、グッチ裕三



放映期間等 2012年2月22日（水）
主な撮影場所 箱根板橋、小田原おでん本店ほか
 
作品名 「大！天才てれびくん」
放映媒体 テレビ（NHK、Eテレ）
主な出演者 中村憲剛ほか
放映期間等 2012年2月22日（水）、28日（火）、29日（水）
主な撮影場所 小田原アリーナ
 
作品名 「あさイチ」
放映媒体 テレビ（NHK）
主な出演者 －
放映期間等 2012年2月20日（月）
主な撮影場所 曽我梅林
 
作品名 「土曜マルシェ」
放映媒体 テレビ（NHK）
主な出演者 星野真理、MEGUMI、チュートリアル徳井
放映期間等 2012年2月18日（土）
主な撮影場所 寄木細工、雑木林
 
作品名 「いい旅夢気分」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 伍代夏子、城之内早苗
放映期間等 2012年2月15日（水）
主な撮影場所 曽我梅林、小田原城
 
作品名 「ガイヤの夜明け」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 －
放映期間等 2012年2月14日（火）
主な撮影場所 小田原城
 
作品名 「ロンドンハーツ」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 ロンドンブーツ
放映期間等 2012年2月14日（火）
主な撮影場所 小田原アリーナ、城山陸上競技場
 
作品名 「My Process」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 鎧塚俊彦
放映期間等 2012年2月6日（月）
主な撮影場所 一夜城Yoroizuka Farm
 
作品名 「その顔が見てみたい」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 有吉弘行、横山裕
放映期間等 2012年1月27日（金）、2月3日（金）
主な撮影場所 城北中学校
 
作品名 「大人の極上ゆるり旅」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 原久美子、安藤麻吹
放映期間等 2012年1月26日（木）
主な撮影場所 きのこ苑お山のたいしょう、小田原おでん
 
作品名 「ヤメ版 新堂謙介の事件簿」
放映媒体 テレビ（TBS）



主な出演者 橋爪功
放映期間等 2012年1月23日（月）
主な撮影場所 小田原城址公園、お堀端路上
 
作品名 「モヤモヤさまぁ～ず２」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 さまぁ～ず、大江アナ
放映期間等 2012年1月22日（日）、29日（日）
主な撮影場所 小田原駅周辺、わんぱくらんど、小田原城
 
作品名 「火災調査官紅蓮次郎」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 船越英一郎、河相我聞
放映期間等 2012年1月14日（土）
主な撮影場所 市立病院、消防署、公園
 
作品名 「だいすけ君が行く!!ポチたま新ペットの旅」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 ダイスケくん
放映期間等 2012年1月13日（金）、20日（金）
主な撮影場所 小田原魚市場ほか
 
作品名 「最高の人生の終わり方」
放映媒体 テレビ（TBSテレビ）
主な出演者 山下智久、前田敦子
放映期間等 2012年1月12日（木）
主な撮影場所 飯泉橋付近
 
作品名 「石川遼specialリスペクト」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 鎧塚俊彦、石川遼
放映期間等 2012年1月1日（日）
主な撮影場所 鎧塚シェフが自家製スウィーツをプレゼント
 
作品名 「日本のお城の歩き方」
放映媒体 テレビ（BSスカパー）
主な出演者 shelly
放映期間等 2012年1月1日（日）
主な撮影場所 小田原城


