
 
作品名 「ぐるっと食の旅　キッチンがゆく！」
放映媒体 テレビ（NHK　BSプレミアム）
主な出演者 三倉茉奈、佳奈
放映期間等 2013年12月25日（水）
主な撮影場所 小田原漁港ほか
 
作品名 「城旅！檜山・遠近・阪口・立花の俺たちの城～小田原城編～
放映媒体 DVD
主な出演者 男性声優
放映期間等 2013年12月25日（水）発売
主な撮影場所 ペデストリアンデッキ、小田原城
 
作品名 「にっぽん縦断こころ旅」
放映媒体 テレビ（BSプレミアム）
主な出演者 火野正平
放映期間等 2013年12月20日（金）、22日（日）
主な撮影場所 －
 
作品名 「ぶらぶらサタデー」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 －
放映期間等 2013年12月21日（土）
主な撮影場所 小田原城
 
作品名 「ひるブラ」
放映媒体 テレビ（NHK）
主な出演者 榊原郁恵
放映期間等 2013年12月18日（水）
主な撮影場所 みかん畑、一夜城
 
作品名 「Livejack Special Ⅲ」
放映媒体 テレビ（関西テレビ）
主な出演者 ゴールデンボンバー
放映期間等 2013年12月7日（土）
主な撮影場所 －
 
作品名 「粋男流儀～遊びの美学～」
放映媒体 テレビ（BSフジ）
主な出演者 魔裟斗、秋元梢
放映期間等 2013年12月上旬
主な撮影場所 小田原城
 
作品名 「モノクロームオーバードライブMV」
放映媒体 PV
主な出演者 遠藤ゆりか
放映期間等 －
主な撮影場所 いこいの森
 
作品名 「くもじい」
放映媒体 テレビ（BSジャパン）
主な出演者 －
放映期間等 2013年11月12日（火）、2014年2月4日（火）
主な撮影場所 うろこき、櫛田土器、柏木鋳物
 
作品名 「おはよう日本」
放映媒体 テレビ（NHK）
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主な出演者 －
放映期間等 2013年10月5日（土）
主な撮影場所 おでん祭り

作品名 「機動警察パトレーバー」
放映媒体 映画
主な出演者 真野恵里奈、福士誠治ほか
放映期間等 －
主な撮影場所 酒匂川河口

作品名 「シースリー」
放映媒体 テレビCM
主な出演者 －
放映期間等 －
主な撮影場所 海岸、森林、田園
 
作品名 「Night Of The Night」
放映媒体 PV
主な出演者 ∀（ターンエース）
放映期間等 2013年9月30日（月）
主な撮影場所 いこいの森、岩場の海岸

作品名 「Mujack」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 高橋みなみ、秋元才加、宮澤佐江
放映期間等 2013年8月23日（金）
主な撮影場所 ヒルトン小田原、海水浴場
 
作品名 「Victorのミュージックビデオ」
放映媒体 PV
主な出演者 バズザベアーズ
放映期間等 －
主な撮影場所 市役所屋上

作品名 「マニア☆まにある」
放映媒体 テレビ（BS日テレ）
主な出演者 中川翔子
放映期間等 2013年8月24日（土）
主な撮影場所 小田原城古郭、曲輪、土塁
 
作品名 「路線バスで寄り道の旅」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 徳光和夫、田中律子、相田翔子
放映期間等 2013年8月18日（日）
主な撮影場所 マツシタ靴店



作品名 「爆食！なでしこグルメ旅」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 三宅智子、木下ゆうか、正司優子、アンジェラ佐藤
放映期間等 2013年8月9日（金）
主な撮影場所 小田原漁港

作品名 「フォトラバーズ」
放映媒体 テレビ（BS朝日）
主な出演者 船越英一郎、榎並悦子
放映期間等 2013年8月1日（木）
主な撮影場所 小西薬局、ういろう、鈴廣、提灯店

作品名 「KANAGAWA muffin」
放映媒体 ラジオ（FMヨコハマ）
主な出演者 金子桃
放映期間等 2013年7月13日（土）
主な撮影場所 山崎提灯店
 
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 2013年7月7日（日）
主な撮影場所 本丸茶屋ほか

作品名 「小田原～箱根すごろくの旅」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 レッド吉田、具志堅用高、はしのえみ
放映期間等 2013年6月29日（土）
主な撮影場所 小田原駅ペデストリアンデッキ

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 宮下純一
放映期間等 2013年6月29日（土）
主な撮影場所 柏木鋳物美術研究所、ちん里うほか

作品名 「FMサウンド☆クルーズ」
放映媒体 ラジオ（NHKFM）
主な出演者 小村弥生、坂井芳江
放映期間等 2013年5月16日（木）、17日（金）
主な撮影場所 小田原駅周辺（小田原漆器、鋳物）、入生田、風祭（鈴廣、地球博物館）
 
作品名 「ふらり旅　いい酒　いい肴」
放映媒体 テレビ（BS11）
主な出演者 太田和彦（グラフィックデザイナー、作家）
放映期間等 2013年5月14日（火）、28日（火）
主な撮影場所 小田原城、市内小料理屋ほか

作品名 「NHKスペシャル」
放映媒体 テレビ（NHK）
主な出演者 ㈱コイワイ
放映期間等 2013年5月12日（日）
主な撮影場所 －
 
作品名 「1Hセンス」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 －
放映期間等 2013年4月21日（日）
主な撮影場所 小田原城



 
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 武田鉄也、前田吟、川上麻衣子
放映期間等 2013年4月17日（水）、22日（月）
主な撮影場所 小田原駅東口・ペデストリアンデッキ

作品名 「あさナビ」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 TOKIO城島、ロバートキャンベル
放映期間等 2013年4月13日（土）、20日（土）
主な撮影場所 ちん里う、小西薬局、柏木鋳物
 
作品名 「遠くへ行きたい」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 佐藤正宏
放映期間等 2013年4月7日（日）
主な撮影場所 魚市場
 
作品名 「ショーバト！SP」
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 2013年4月4日（木）
主な撮影場所 小田原城、消防南分署、小田原駅、御幸の浜
 
作品名 「ドキュメント20min」
放映媒体 テレビ（NHK）
主な出演者 －
放映期間等 2013年3月28日（木）、5月6日（月）
主な撮影場所 小田原城
 
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 －
放映期間等 2013年3月25日（月）
主な撮影場所 小田原城
 
作品名 「ヒルナンデス」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 つるの剛士
放映期間等 2013年3月20日（水）、27日（水）
主な撮影場所 小田原城、ギョサン、山安、海舟、サドルバック
 
作品名 「こんにちはいっと6けん」「首都圏ネットワーク」
放映媒体 テレビ（NHK）
主な出演者 －
放映期間等 2013年3月19日（火）、22日（金）
主な撮影場所 小田原城、なりわい交流館、石川漆器ほか
 
作品名 「イッピン」
放映媒体 テレビ（NHKBSプレミアム）
主な出演者 －
放映期間等 2013年3月12日（火）
主な撮影場所 雑木囃子、なりわい交流館
 
作品名 「歴史発見　城下町へ行こう」
放映媒体 テレビ（BS朝日）
主な出演者 ピエール瀧
放映期間等 2013年3月6日（水）、13日（水）



主な撮影場所 小田原城ほか
 
作品名 「ノンストップ！」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 阿藤快、ジョナサン
放映期間等 2013年2月21日（木）
主な撮影場所 曽我梅林、小田原城
 
作品名 「L4YOU！」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 阿藤快
放映期間等 2013年2月19日（火）
主な撮影場所 小田原城、早川の魚料理店「うおとら」
 
作品名 「So Long！」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 AKB48
放映期間等 2013年2月11日（月）～13日（水）
主な撮影場所 中河原配水池
 
作品名 「PON！」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 ザ・たっち
放映期間等 2013年2月11日（月）
主な撮影場所 小田原城天守閣
 
作品名 「お願い！ランキングGOLD」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 －
放映期間等 2013年2月2日（土）
主な撮影場所 魚市場
 
作品名 「よしもとJAL　TV」
放映媒体 JAL国際線（CM）
主な出演者 ココリコ田中、次長課長河本ほか
放映期間等 2013年2月～3月
主な撮影場所 小田原城
 
作品名 「ゆりちかへ」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 常盤貴子、片平なぎさ
放映期間等 2013年1月26日（土）
主な撮影場所 市立病院、小田原城、石垣山、出版社、学校、花畑、市場


