
作品名 大杉漣の漣ぽっ

放映媒体 BSフジ

主な出演者 大杉漣

放映期間等 2015年12月20日（日)
主な撮影場所 呉地珈琲、あをやぎ菓子店、nico café、角田製パン、籠常商店、株式会社ういろう

作品名 コトノハ

放映媒体 BS朝日

主な出演者 ‐
放映期間等 2015年12月14日（月)～18日(金)
主な撮影場所 片浦食エネプロジェクト

作品名 安住紳一郎の日曜天国

放映媒体 TBSラジオ

主な出演者 安住紳一郎

放映期間等 2015年11月29日（日)
主な撮影場所 小田原市立三の丸小学校

作品名 うまいッ！

放映媒体 NHK

主な出演者 キャイ～ン天野

放映期間等 2015年11月1日（日)
主な撮影場所 小田原漁港

作品名 SAAHASAM

放映媒体 インド映画

主な出演者 Prashanth,Amanda

放映期間等 ‐
主な撮影場所 小田原城址公園

作品名 渡辺篤史の建もの探訪

放映媒体 テレビ朝日

主な出演者 渡辺篤史

放映期間等 2015年10月24日（土)
主な撮影場所 黄金井邸

作品名 カナフルTV

放映媒体 テレビ神奈川

主な出演者 ‐
放映期間等 2015年10月18日（日)
主な撮影場所 未病センターカーブス、えれんなごっそ、汐風CAFÉ

作品名 Nスタ

放映媒体 TBS

主な出演者 ‐
放映期間等 2015年9月29日（火)
主な撮影場所 漁港、早川漁村、鈴廣、小田原おでん

作品名 鬼と呼ばれた男

放映媒体 ＮＨＫ

主な出演者 吉田鋼太郎

放映期間等 2015年9月19日（土)
主な撮影場所 老欅荘
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作品名 ラジオ深夜便のつどい

放映媒体 NHKラジオ

主な出演者 柳屋三三、浜美枝、明石勇、須磨佳津江

放映期間等 2015年9月11日（金)
主な撮影場所 市民会館大ホール

作品名 路線バスで寄り道の旅

放映媒体 テレビ朝日

主な出演者 徳光和夫、田中律子、浜口京子

放映期間等 2015年8月30日（日)
主な撮影場所 小田原ひもの市場

作品名 仮面ライダードライブ

放映媒体 映画

主な出演者 ‐
放映期間等 2015年8月8日（土)～
主な撮影場所 左岸処理場

作品名 手裏剣戦隊ニンニンジャー

放映媒体 映画

主な出演者 ‐
放映期間等 2015年8月8日（土)～
主な撮影場所 小田原城

作品名 黒柳徹子のコドモノクニ

放映媒体 BS朝日

主な出演者 安田祥子

放映期間等 2015年7月22日（水)
主な撮影場所 白秋童謡館

作品名 ナポレオンの村

放映媒体 TBS

主な出演者 唐沢寿明、麻生久美子、山本耕史、ムロツヨシ、イッセー尾形、沢村一樹

放映期間等 2015年7月19日（日)
主な撮影場所 国立病院機構箱根病院

作品名 あさチャン

放映媒体 TBS

主な出演者 夏目三久

放映期間等 2015年7月10日（金)
主な撮影場所 松下靴店

作品名 天皇の料理番

放映媒体 TBS

主な出演者 佐藤健

放映期間等 2015年6月28日（日)
主な撮影場所 銅門

作品名 カナフルTV

放映媒体 テレビ神奈川

主な出演者 ‐
放映期間等 2015年6月14日（土)
主な撮影場所 大川木工所

作品名 火災調査官紅蓮次郎15

放映媒体 テレビ朝日

主な出演者 船越英一郎、白石美帆ほか

放映期間等 2015年6月6日（土)
主な撮影場所 市役所、市立病院、いこいの森



作品名 出没！アド街ック天国

放映媒体 テレビ東京

主な出演者 ‐
放映期間等 2015年5月16日（土)
主な撮影場所 市内各所

作品名 テミスの求刑

放映媒体 wowow

主な出演者 仲里依紗、世良公則

放映期間等 2015年5月10日（日）
主な撮影場所 久野霊園

作品名 英雄たちの選択

放映媒体 NHK BSプレミアム

主な出演者 -

放映期間等 2015年4月23日（木）
主な撮影場所 久野霊園

作品名 あすの地球と子どもたち

放映媒体 テレビ神奈川

主な出演者 別所哲也、ソトコト指出編集長

放映期間等 2015年3月27日（金）
主な撮影場所 旧三福

作品名 おはよう日本

放映媒体 NHK
主な出演者 -
放映期間等 2015年3月16日（月）
主な撮影場所 根府川おかめ桜

作品名 先人たちの底力　知恵泉　組織を成長させるには？「北条早雲」

放映媒体 NHKEテレ

主な出演者 -
放映期間等 2015年3月10日（火）
主な撮影場所 -

作品名 ぶらぶらサタデー

放映媒体 フジテレビ

主な出演者 タカアンドトシ、温水洋一、小沢仁志、鈴木砂羽

放映期間等 2015年3月７日（土）
主な撮影場所 鴨宮駅、国府津駅、小田原駅、響、みのや

作品名 旅ずきんちゃん

放映媒体 TBS

主な出演者 黒沢かずこ（森三中）、高橋真麻、川村エミコ（たんぽぽ）、小峠英二（バイきんぐ）

放映期間等 2015年3月1日（日）
主な撮影場所 鈴廣かまぼこの里 鈴なり市場

作品名 炎の体育会TV

放映媒体 TBS

主な出演者 なかやまきんに君、ワッキー、森脇健児ほか

放映期間等 2015年2月28日（土）
主な撮影場所 城山陸上競技場

作品名 ぶらり途中下車の旅　東海道線の旅

放映媒体 日本テレビ

主な出演者 田山涼成

放映期間等 2015年2月28日（土）
主な撮影場所 御幸の浜



作品名 ロッテガーナのTVCM

放映媒体 CM

主な出演者 土屋太鳳、松井愛莉、広瀬すず

放映期間等 -
主な撮影場所 一夜城までの農道

作品名 にっぽんいい旅

放映媒体 テレビ東京

主な出演者 山田花子、篠山輝信

放映期間等 2015年2月4日（水）
主な撮影場所 早川漁村

作品名 神社百景 GRACE of JAPAN

放映媒体 BSジャパン

主な出演者 伊藤英明（ナビゲーター）

放映期間等 2015年1月31日（土）
主な撮影場所 二宮金次郎（報徳二宮神社）

作品名 ジョーカーゲーム特番

放映媒体 日本テレビ
主な出演者 亀梨和也、上重聡、望月理恵

放映期間等 2015年1月31日（土）
主な撮影場所 小田原駅、めだかの学校

作品名 学校のカイダン

放映媒体 日本テレビ
主な出演者 神木隆之介

放映期間等 2015年1月10日（土）
主な撮影場所 関東学院大学

作品名 満点☆青空レストラン

放映媒体 日本テレビ

主な出演者 宮川大輔、森三中

放映期間等 2015年1月10日（土）
主な撮影場所 籠清

作品名 日本調査

放映媒体 日本テレビ

主な出演者 二宮和也、石原良純

放映期間等 2015年1月4日（日）
主な撮影場所 鈴廣、冷凍みかん

作品名 新春ゴチになります！

放映媒体 日本テレビ

主な出演者 ナインティナインほか

放映期間等 2015年1月2日（金）
主な撮影場所 小田原城、鈴廣

作品名 路線バスで寄り道の旅2015新春

放映媒体 テレビ朝日

主な出演者 徳光和夫、田中律子、坂下千里子

放映期間等 2015年1月2日（金）
主な撮影場所 国府津駅、だるま料理店、小田原城、ちん里う、柳屋ベーカリー、山田呉服店

 
作品名 大食い世界一決定戦

放映媒体 テレビ東京

主な出演者 -
放映期間等 2015年1月1日（木）
主な撮影場所 小田原城本丸広場、そば橋本


