
作品名 充電させてもらえませんか？スペシャル
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 出川哲朗
放映期間等 2014年12月31日（水）
主な撮影場所 -

作品名 5時に夢中！
放映媒体 テレビ（東京MX）
主な出演者 岡本夏生、北斗晶
放映期間等 2014年12月9日（火）
主な撮影場所 二宮金次郎関連

作品名 所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 所ジョージ
放映期間等 2014年11月21日（金）
主な撮影場所 二宮金次郎関連

作品名 グッド！モーニング
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 依田司（お天気キャスター）
放映期間等 2014年11月12日（水）
主な撮影場所 小田原城

作品名 アグリンの家agri farm
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 -
放映期間等 2014年11月9日（日）
主な撮影場所 神保さんのトマト

作品名 超絶ナノニの法則
放映媒体 テレビ（TBS）
主な出演者 布川敏和ほか
放映期間等 2014年10月21日（火）
主な撮影場所 マツシタ靴店

作品名 素敵な選TAXI 
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 竹野内豊、バカリズム
放映期間等 2014年10月14日（火）
主な撮影場所 ヒルトン

作品名 モリゾー、キッコロ森へ行こうよ!!
放映媒体 テレビ（Eテレ）
主な出演者 ウド鈴木
放映期間等 2014年10月4日（土）
主な撮影場所 フラワーガーデン

作品名 ショカツの女９
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 片平なぎさ、南原清隆、佐藤仁美、山崎裕太、岡本信人、石丸謙二郎
放映期間等 2014年9月27日（土）
主な撮影場所 御幸の浜、東曲輪、漁港、ガロパン亭

最近の主なロケ実績 2014年



作品名 遺留捜査スペシャル
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 上川隆也
放映期間等 2014年8月9日（土）
主な撮影場所 いこいの森キャンプ場

作品名 コント赤信号　人生充電の旅
放映媒体 テレビ（BS朝日）
主な出演者 コント赤信号
放映期間等 2014年8月5日（火）
主な撮影場所 小田原城、漁港ほか

作品名 Nスタ
放映媒体 テレビ（TBS）
主な出演者 -
放映期間等 2014年7月31日（木）
主な撮影場所 梅の土用干し

作品名 いきなり！黄金伝説
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 哀川翔、オードリー
放映期間等 2014年7月31日（木）
主な撮影場所 小田原漁港

作品名 YOUは何しに日本へ？
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 バナナマン
放映期間等 2014年7月14日（月）
主な撮影場所 オックスファム・トレイルウォーカー･ジャパン2014

作品名 マイナビウエディングステージ
放映媒体 テレビ（TBS）
主な出演者 -
放映期間等 2014年7月10日（木）
主な撮影場所 報徳二宮神社

作品名 めざましテレビ　ちなみ探偵事務所
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 鈴木ちなみ
放映期間等 2014年7月1日（火）
主な撮影場所 美人看板

作品名 ひるブラ
放映媒体 テレビ（NHK）
主な出演者 前川泰之、大沢あかね
放映期間等 2014年7月1日（火）
主な撮影場所 漁港周辺、かまぼこ、干物、塩辛

作品名 ひと・まち紀行
放映媒体 テレビ（BS-TBS）
主な出演者 安田菜津紀（写真家）
放映期間等 2014年6月14日（土）
主な撮影場所 地域でがんばる人、釣り船

作品名 L4YOU
放映媒体 テレビ（テレビ東京）



主な出演者 Mr.ちん
放映期間等 2014年6月10日（火）
主な撮影場所 市役所

作品名 なないろ日和！「虎ノ門市場」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 -
放映期間等 2014年6月10日（火）
主な撮影場所 早瀬幸八商店

作品名 ルーズヴェルト・ゲーム
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ）
主な出演者 唐沢寿明
放映期間等 2014年6月1日（日）
主な撮影場所 小田原球場

作品名 Nスタ
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ）
主な出演者 -
放映期間等 2014年5月29日（木）
主な撮影場所 谷食堂の名物女将

作品名 健康スイッチ
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 金子貴俊
放映期間等 2014年5月26日（月）～30日（金）
主な撮影場所 小田原城、漁港、白秋の散歩道

作品名 ANNニュース
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 -
放映期間等 2014年5月21日（水）
主な撮影場所 梅の初もぎ

作品名 ひるまえほっと
放映媒体 テレビ（ＮＨＫ）
主な出演者 -
放映期間等 2014年5月21日（水）
主な撮影場所 梅の初もぎ

作品名 news every.
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 藤井貴彦、陣内貴美子ほか
放映期間等 2014年5月20日（火）
主な撮影場所 漁港（あじ・地魚まつり）、一夜城

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
放映期間等 2014年5月11日（日）
主な撮影場所 御幸の浜、左岸サイクリング場

作品名 BRASIL DO ORIENTE
放映媒体 テレビ（スカパー）
主な出演者 佐々木ジョニー
放映期間等 2014年5月10日（土）



主な撮影場所 小田原城

作品名 スーパーJチャンネル
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 -
放映期間等 2014年4月29日（祝）
主な撮影場所 小田原漁港

作品名 L4YOU
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 -
放映期間等 2014年4月25日（金）
主な撮影場所 清閑亭

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 2014年4月18日（金）
主な撮影場所 小田原おでん

作品名 スーパーJチャンネル
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 -
放映期間等 2014年4月16日（水）
主な撮影場所 岩堀商店の行商

作品名 サザエさん
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 -
放映期間等 2014年4月13日（日）
主な撮影場所 早川駅、小田原漁港

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 2014年4月3日（木）
主な撮影場所 おでんサミット

作品名 フェラーリ・カリフォルニア T
放映媒体 CM
主な出演者 -
放映期間等 -
主な撮影場所 小田原城

作品名 日本の城Ⅷ
放映媒体 テレビ（CS）
主な出演者 -
放映期間等 2014年6月15日（日）
主な撮影場所 小田原城

作品名 警視庁総務部縁結び課
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 泉ピン子、高島礼子、笛木優子
放映期間等 2014年5月16日（金）
主な撮影場所 市役所



作品名 DJ日本史
放映媒体 ラジオ（NHKラジオ第一）
主な出演者 松村邦洋、堀口茉純
放映期間等 2014年5月12日（月）・26日（月）
主な撮影場所 市民会館大ホール

作品名 小田原城殺人事件～一期一会の証言～
放映媒体 テレビ（TBS）
主な出演者 渡瀬恒彦、泉ピン子、伊東四朗
放映期間等 2014年5月12日（月）
主な撮影場所 小田原城

作品名 フジテレビ開局55周年スペシャルドラマ～日本一愛されたお母さんは、日本一寂しい女だった～
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 仲間由紀恵
放映期間等 2014年5月9日（金）
主な撮影場所 古い物件（劇場、テレビ局、サナトリウム、アパート、雀荘、うどん屋、道）

作品名 EXILEになりたい男
放映媒体 NOTTV
主な出演者 須田公一、MATSU
放映期間等 2014年4月28日（月）～5月9日（金）
主な撮影場所 小田原漁港ほか

作品名 横浜サウンドクルーズスペシャルジャズライブ
放映媒体 ラジオ（NHKラジオ第一）
主な出演者 -
放映期間等 2014年4月23日（水）
主な撮影場所 市民会館大ホール

作品名 弱くても勝てます
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 二宮和也、有村架純、福士蒼太、中島裕翔
放映期間等 2014年4月12日（土）～6月21日（土）
主な撮影場所 小田原高校、市内各所

作品名 将棋電王戦
放映媒体 ニコニコ動画
主な出演者 -
放映期間等 2014年4月5日（土）
主な撮影場所 銅門内部

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 -
放映期間等 2014年4月4日（金）
主な撮影場所 小田原漁港

作品名 ドラGO！
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 ペナルティヒデ、菊地亜美、小島瑠璃子
放映期間等 2014年3月23日（日）
主な撮影場所 なみのこ村

作品名 シルシルミシルさんデー
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）



主な出演者 くりぃむしちゅー
放映期間等 2014年3月16日（日）
主な撮影場所 小田原駅、小田原城

作品名 石ちゃん＆振分親方のご当地グルメととりわけ旅
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 石塚英彦、高見盛
放映期間等 2014年2月23日（日）
主な撮影場所 小田原漁港

作品名 とことん歴史紀行
放映媒体 テレビ（BS11）
主な出演者 石丸謙二郎
放映期間等 2014年2月21日（金）
主な撮影場所 小田原駅提灯ほか

作品名 戦国大戦　虎口巡礼の旅
放映媒体 DVD
主な出演者 -
放映期間等 -
主な撮影場所 小田原城ほか

作品名 カナフルTV
放映媒体 テレビ（TVK）
主な出演者 -
放映期間等 2014年2月16日（日）
主な撮影場所 市内各所

作品名 烈車戦隊トッキュウジャー
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 -
放映期間等 2014年
主な撮影場所 小田原駅ほか

作品名 和風総本家
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 -
放映期間等 2014年2月13日（木）
主な撮影場所 市内俯瞰図

作品名 空から日本を見てみようplus
放映媒体 テレビ（BSジャパン）
主な出演者 くもじい（声：伊武雅刀）、くもみ（声：柳原可奈子）
放映期間等 2014年2月4日（火）・2月11日（祝）
主な撮影場所 市内上空

作品名 童謡の魅力にであう旅
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 山川豊、水森かおり、岩佐美咲（AKB48）
放映期間等 2014年2月8日（土）
主な撮影場所 市内各所

作品名 週末Doする生テレビ
放映媒体 テレビ（J:COM）
主な出演者 さとう珠緒、山崎まさや
放映期間等 2014年2月1日（土）
主な撮影場所 かもめ図書館

作品名 昭和レトロ紀行



放映媒体 テレビ（BSフジ）
主な出演者 町田忍
放映期間等 2014年1月22日（水）
主な撮影場所 小田原城

作品名 いつかの、玄関たちと、
放映媒体 映画
主な出演者 藤江れいな、橘麦、勝尾麻結奈
放映期間等 2014年
主な撮影場所 市内各所

作品名 想いのこし
放映媒体 映画
主な出演者 平川雄一朗監督、岡田将生、広末涼子、加賀丈史
放映期間等 2014年
主な撮影場所 斎場

作品名 カニトレーラー
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 柳沢慎吾、藤岡弘、ガレッジセール
放映期間等 2014年1月25日（土）
主な撮影場所 小田原城ほか

作品名 にじいろジーン
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 山口智充、ガレッジセール、ベッキー
放映期間等 2014年1月18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、白石美帆ほか
放映期間等 2014年1月25日（土）
主な撮影場所 市役所、市立病院ほか
 
作品名 さわやか自然百景新春特集
放映媒体 テレビ（NHK）
主な出演者 夢枕獏
放映期間等 2014年1月2日（木）
主な撮影場所 いこいの森


