
作品名 モーニング娘。新春ラブストーリーズ2「三毛猫ホームズの犯罪学講座」
放映媒体 テレビ (ＴＢＳ)
主な出演者 安倍なつみ、飯田圭織、原田龍二、真矢みき ほか
放映期間等 2002年12月28日（土）21:00～
主な内容 女子大生・友美と三毛猫の名探偵「ホームズ」が女子大を舞台に名推理！
主な撮影場所 関東学院大学、保健センター

作品名 「恋人はスナイパー エピソード2」
放映媒体 テレビ (テレビ朝日)
主な出演者 内村光良、水野美紀、田辺誠一、八千草薫、竹中直人、いかりや長介 ほか
放映期間等 2002年12月24日（火）21:00～

主な内容
天才スナイパーと女刑事との切ない恋と戦いを描く、豪華アクションたっぷりのエンター
テイメントドラマ

主な撮影場所 小田原漁港の食堂

作品名 「ホーム＆アウェイ」
放映媒体 テレビ (フジテレビ) 連続ドラマ
主な出演者 中山美穂、西田尚美、小泉孝太郎、酒井若菜 ほか
放映期間等 2002年10月7日（月）21:00～（小田原撮影分は12月9日に放送）

主な内容
中森かえで（中山美穂）は、独身最後の旅行にと、仲の良い同僚の愛原町子（西田尚
美）と秋葉原りる（酒井若菜）とともに上海を訪れた。旅行の最終日、婚約指輪を忘れた
ことに気づき引き返すが、仲間と離れてひとり次の便に。

主な撮影場所 片浦支所、消防本部、ＪＲ根府川駅

作品名 「その時、歴史は動いた」
放映媒体 テレビ (ＮＨＫ)
主な出演者 松平アナ
放映期間等 2002年11月6日（水）夜9:15～10:00

主な内容
歴史を大きく動かした「その時」に焦点をあて、 その瞬間の人々の決断や苦悩のドラマ
を描く番組

主な撮影場所 小田原城大堀切、小田原城外観

作品名 「中村汀女」
放映媒体 テレビ（テレビ熊本）
主な出演者 渡辺典子、斎藤慶子、渡辺いっけい ほか
放映期間等 2002年11月4日（祝）
主な内容 彼女の生涯を学びながら、彼女の句を共に味わっていく
主な撮影場所 松永記念館、老欅荘、小田原文学館、大窪支所 ほか

作品名 「めざましテレビ」
放映媒体 テレビ（フジテレビ） 情報番組
主な出演者 大塚 範一アナ、小島 奈津子アナほか
放映期間等 2002年10月28日（月）～11月1日（金）5:25～8:00
主な内容 「トロと旅する」（7:50ころ放送）のコーナーで、一週間小田原を紹介
主な撮影場所 県立生命の星・地球博物館、小田原城、小田原漁港 ほか

小田原市内でロケが行われた主な作品をご紹介します。

最近の主なロケ実績 2002年以前



作品名 「薔薇の十字架」
放映媒体 テレビ（フジテレビ） 連続ドラマ
主な出演者 三上博史、天海祐希、石田ゆり子 ほか
放映期間等 2002年10月10日（木）21:00～

主な内容
妻はいるが子供がいない男と、独身だが子供だけ欲しい女が繰り広げる、21世紀型の
『夜メロ』

主な撮影場所 県立生命の星・地球博物館

作品名 「謎解き・加賀百万石への道」＆「利家とまつ紀行」
放映媒体 テレビ（ＮＨＫ） 連続ドラマ
主な出演者 唐沢寿明、松嶋菜々子、反町隆史、香川照之 ほか
放映期間等 2002年10月6日（日）
主な内容 秀吉の小田原攻めにともなうクイズなど
主な撮影場所 小田原城、石垣山一夜城歴史公園

作品名 「ふれあい見つけ旅」
放映媒体 テレビ (東海テレビ放送局)
主な出演者 川野太郎
放映期間等 2002年9月29日（日） 9：00～9：30

主な内容
地域の素晴らしい景色や旬の味覚、街の名物、歴史などを紹介。小田原漁港脇で行わ
れる朝市、町中に点在する「街かど博物館」などを巡る。

主な撮影場所 小田原漁港の朝市、街かど博物館など

作品名 火曜サスペンス劇場「地方記者立花陽介19 箱根・小田原通信局」
放映媒体 テレビ (日本テレビ）
主な出演者 水谷豊、永島敏行、名古屋章、森口瑶子 ほか
放映期間等 2002年9月24日（火）21:03～22:54
主な内容 人情味溢れる地方記者・立花陽介が赴任先で事件を解決するシリーズ19作品目
主な撮影場所 宮小路、青橋付近、小田原市役所ほか

作品名 「森田健作の西さがみ連邦共和国 すてき旅」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 森田健作
放映期間等 2002年9月16日（月）9:00～9:30
主な内容 西さがみ（小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町）の魅力を紹介
主な撮影場所 小田原城、小田原とれたて倉庫、かまぼこ博物館 ほか

作品名 「愛なんていらねぇよ、夏」
放映媒体 テレビ (ＴＢＳ) 連続ドラマ
主な出演者 渡部篤朗、広末涼子 ほか
放映期間等 2002年9月13日（金）22：00～23：00
主な内容 いよいよクライマックス！？最終回に登場。
主な撮影場所 片浦支所

作品名 「ショムニ ファイナル」
放映媒体 テレビ (フジテレビ) 連続ドラマ
主な出演者 江角マキコ、戸田恵子、京野ことみ、高橋由美子、宝生 舞、櫻井淳子ほか
放映期間等 2002年7月3日（水）21:00～
主な内容 おなじみの「ショムニ」シリーズパート3、「ショムニ ファイナル」。
主な撮影場所 市内の田園風景、市内企業ほか



作品名 「少年たち3」
放映媒体 テレビ (ＮＨＫ) 連続ドラマ
主な出演者 上川隆也、麻生祐未、きたろう ほか

放映期間等
2002年8月17日（土）～21:00～22:14＜第1話＞
2002年8月19日～9月9日の毎週月曜日21:15～21:58＜第2話～第5話＞

主な内容 少年たちに本気で向き合う家裁調査官の熱血物語
主な撮影場所 公民館、小学校、市街地ほか

作品名 「東京庭付き一戸建て」
放映媒体 テレビ（日本テレビ） 連続ドラマ
主な出演者 原田芳雄、森下愛子、松本明子、菊川怜、山川恵里佳 ほか
放映期間等 2002年7月10日（水）22:00～

主な内容
公団マンションで一人暮しの溜山一男は、東京近辺に住む５人娘たちとみんなで住むと
宣言。おしゃれなペンシル住宅を購入するが・・

主な撮影場所 市内市営住宅

作品名 北原白秋没後60年特別企画「新世紀人 白秋」
放映媒体 テレビ（フジテレビ系列全国27局ネット） ドキュメンタリー
主な出演者
放映期間等 2002年9月1日（日）16：00～
主な内容 北原白秋が亡くなってから今年でちょうど60年。彼の生涯をたどっていく
主な撮影場所 白秋童謡館

作品名 「中居正広の金曜日のスマたちへ」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ） バラエティー番組
主な出演者 中居正広、大竹しのぶ、ともさかりえ ほか
放映期間等 2002年8月9日・23日・30日（金） 21:00～
主な内容 番組中のＲｉｅのコーナーを小田原で撮影
主な撮影場所 錦通り商店街、小田原市役所、小田原文学館 ほか

作品名 「ＳＯＭＥＤＡＹ」
放映媒体 ＣＤシングルプロモーションビデオ
主な出演者 ＨＥＡＤＳ
放映期間等 ＣＤシングル 2002年7月 NEWリリース

主な内容
あの佐野元春の名曲「ＳＯＭＥＤＡＹ」をカバー。期待の4人組「ＨＥＡＤＳ」のニューＣＤシ
ングルプロモーションビデオ

主な撮影場所 市内市営住宅、酒匂川 ほか

作品名 「アングリー７」
放映媒体 テレビ（フジテレビ） バラエティー番組
主な出演者 和田アキ子、渡辺徹、ガダルカナル・タカほか
放映期間等 2002年7月9日19:00～
主な内容 左官屋さんの仕事を経験
主な撮影場所 小田原城銅門でロケ

作品名 ＦＮＳ27時間テレビ「みんなのうた」
放映媒体 テレビ（フジテレビ） バラエティー番組
主な出演者 みのもんた、西山喜久恵、内田恭子、RAG FAIRほか
放映期間等 2002年7月6日（土）18:30～
主な内容 湘南1万人のごみ拾い
主な撮影場所 御幸の浜海岸



作品名 「メレンゲの気持ち」
放映媒体 テレビ (日本テレビ) バラエティ番組
主な出演者 石塚英彦（ホンジャマカ）ほか
放映期間等 2002年7月6日（土）12:00～ （予定）
主な内容 石塚英彦の通りの達人
主な撮影場所 松永記念館・老欅荘ほか

作品名 金曜エンタテイメント「音の犯罪捜査官 響 奈津子5」
放映媒体 テレビ (フジテレビ) シリーズドラマ
主な出演者 古手川祐子、村田雄浩、西岡徳馬、竜雷太ほか
放映期間等 2002年6月21日（金） 21:00～
主な内容 射殺されたバスジャック犯からの電話に残された謎の音･･･真犯人は乗客の中にい
主な撮影場所 小田原市役所

作品名 「しあわせのシッポ」
放映媒体 テレビ (ＴＢＳ) 連続ドラマ
主な出演者 水野美紀、長塚京三、坂口憲二、佐野史郎 ほか
放映期間等 2002年4月11日（木）22:00～ （全12回）
主な内容 高校教師の主人公と、突然再会した父親とのふれあいを描いた人間ドラマ
主な撮影場所 市内小学校、高等学校

作品名 「モグモグコンボ」
放映媒体 テレビ (日本テレビ) バラエティ番組
主な出演者 ヒロミ、林家こぶ平
放映期間等 2002年2月23日
主な内容 子どもがつくる練りものを使った料理
主な撮影場所 小田原漁港

作品名 「恋するトップレディ」
放映媒体 テレビ (フジテレビ) 連続ドラマ
主な出演者 中谷美紀、柳葉敏郎、奥菜恵 ほか
放映期間等 2002年1月9日～ 11回
主な内容 市長の急死により、一人娘が市長選に立候補
主な撮影場所 小田原市役所 ほか

作品名 「明石家ウケんねん物語」
放映媒体 テレビ (フジテレビ) バラエティ番組
主な出演者 明石家さんま、柳葉敏郎 ほか
放映期間等 2002年1月23日
主な内容 トップレディの撮影現場に侵入
主な撮影場所 小田原市役所ロビー

作品名 中谷美紀 一日小田原市長（ニュースほか）
放映媒体 テレビ、新聞、雑誌
主な出演者 中谷美紀、柳葉敏郎 ほか
放映期間等 2002年1月20日以降
主な内容 中谷美紀が一日小田原市長として市駅伝のスターター役
主な撮影場所 小田原市役所

作品名 「プリティーガール」
放映媒体 テレビ (TBS) 連続ドラマ
主な出演者 稲森いずみ、米倉涼子、宇津井健、片平なぎさ、ほか
放映期間等 2002年1月10日～ 9回
主な内容 銀座4丁目高級デパートに勤めた女性がデパートを変えていく
主な撮影場所 ロビンソン百貨店



作品名 「めざまし天気」
放映媒体 テレビ (フジテレビ) 報道番組
主な出演者 八馬アナ、鈴木アナほか
放映期間等 2001年11月19日・26日
主な内容 小田原でのみかんもぎ、港の朝市の取材
主な撮影場所 小田原漁港、お山のたいしょう
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