
作品名 「たったひとつの恋」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 亀梨和也
放映期間等 2006年11月

主な内容
かたや全国展開しているジュエリーショップの娘。かたや傾きかけた町工場の息子。こ
んな二人が出会いやがて恋に落ちるラブストーリーです。

主な撮影場所 小田原駅（ペデストリアンデッキ）

作品名 「武士の一分」
放映媒体 劇場公開用映画
主な出演者 笹野高史ほか
放映期間等 2006年12月1日(金)より全国一斉ロードショー

主な内容
武士が命をかけて守らなければならない一分（いちぶん）とは何か。幕末に生きる武士
の名誉と夫婦の絆を描きます。山田洋次監督の藤沢周平時代劇映画化三部作の最後
を飾る作品です。

主な撮影場所 小田原城址公園（住吉橋付近）

作品名 TBS開局55周年「涙そうそう4時間スペシャル」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ）
主な出演者 奥貫薫、風花、佐々田圭吾
放映期間等 2006年9月29日（金）18：55～22：54

主な内容
泣いても泣いても､溢れ出す、君への想い・・・
番組に寄せられた６８５５通の「大切な涙の思い出」の中から選りすぐった名作の数々を
ショートドラマにしました。

主な撮影場所 小田原市役所

作品名 「朝香はるながゆく2」
放映媒体 WEB用CMショートドラマ
主な出演者 島津健太郎、蓼沼春奈ほか
放映期間等 2006年9月29日より期間限定公開

主な内容
医療従事者のポータルサイトＭ３でのみ流れるネット用インフォマーシャル。大鵬薬品の
“バップフォー”(泌尿器系の薬）のＣＭを兼ねたショートドラマ。

主な撮影場所 小田原市立病院

作品名 「世にも奇妙な物語06 秋の特別編 “部長OL”」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 釈由美子、伊武雅人 ほか
放映期間等 2006年10月2日（月） 21：00～23：00

主な内容
とある総合商社。仕事にやる気のないＯＬ（亜紀）を注意するため、屋上に呼び出した部
長。突然、雷が近くの避雷針に落ちる。あわてる２人、だが我に返ると部長がＯＬ（亜紀）
にＯＬ（亜紀）が部長に入れ替わってしまい・・・

主な撮影場所 小田原市水道局

作品名 「夏の散歩道」
放映媒体 自主制作映画
主な出演者
放映期間等

主な内容
タカシは、いつも道ばたでしゃがんでは何かを拾っている不思議な小学生。それを見続
けるケイ。やがてケイは徐々にタカシに興味を持ち始め・・・。２人の小学生が繰り広げる
小さな恋の物語です。

主な撮影場所 市内小学校、西海子小路、上府中公園ほか

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 2006年



作品名 ドラマ・コンプレックス「母たることは地獄のごとく 澤田美喜物語」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 辺見マリ
放映期間等 2006年8月15日（火） 21：00～23：00

主な内容
外交官夫人として海外生活を送った澤田美喜が、戦後、私財を投げ打ち、大磯に「エリ
ザベス・サンダース・フォーム」という孤児院を設立し、偏見と貧困に苦しむ混血児の養
育に生涯を捧げた人生をドラマ化したものです。

主な撮影場所 御幸の浜海岸

作品名 「セーラー服と機関銃」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ）
主な出演者 長澤まさみ、小泉今日子ほか
放映期間等 2006年10月13日（金） 22：00～23：00

主な内容

原作は赤川次郎氏、１９８１年に映画化され大ヒットした作品がコメディーになって帰って
きます。普通の女子高生がいきなりヤクザの親分になるという型破りな設定と女子高生
と若頭、２人の凸凹コンビが父親を殺した犯人を突き止めるというミステリー要素に加
え、今回は彼らのやりとりを人情味あふれるコメディードラマにして描いています。

主な撮影場所 小田原市斎場 ほか

作品名 「タイヨウのうた」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ）
主な出演者 山田孝之、沢尻エリカ
放映期間等 2006年9月

主な内容
太陽の光を浴びると死んでしまう不治の病に冒された少女と迷いの季節の中にいる若
者達。ひと夏の、まぶしく、キラキラとした青春の物語です。

主な撮影場所 片浦支所、市内病院

作品名 月曜ゴールデン「捜し屋☆諸星光介が走る3」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ）
主な出演者 船越英一郎 ほか
放映期間等

主な内容

一家の大黒柱である父親の失踪・・・あとに残されたのは数千万円の借金と、呆然自失
の家族。しかも、その父親には殺人事件の容疑までかけられていた。捜索の依頼を受
けた捜し屋諸星光介は、懸命に失踪者の行方を追い、そして、その失踪の背後に隠さ
れた悪徳金融業者の陰謀を暴いていきます。

主な撮影場所 市内医院

作品名 水曜ミステリー9「近松丙吉6 仰角の写真」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 伊東四朗、角野卓造ほか
放映期間等 2006年10月4日(水)

主な内容
携帯電話も持たず、「現場百回」を信条に白いスニーカーを履きつぶして、日々聞き込
みに奮闘する刑事、近松丙吉。様々な思惑が交差する中、近松の執念と闘いの捜査が

主な撮影場所 市役所、市立病院、いこいの森、ほか

作品名 スペシャルドラマ「氷点」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 石原さとみ、飯島直子、仲村トオル、陣内孝則ほか
放映期間等 2006年11月25日(土)26日(日) 21：00～23：00

主な内容
病院を舞台に、複雑に絡み合っていく人間模様を描くヒューマンドラマ。何度もリメイクさ
れている作品ですが、今回のドラマ化では、単なる文芸作品として取り上げるのではな
く、現代に生きる誰にでも起こりうる、普遍的なストーリーとして描いていきます。

主な撮影場所 国立病院機構箱根病院



作品名 「極上！！腹ぺこ旅レシピ」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 原口あきまさ ほか
放映期間等 2006年6月18日（日）

主な内容
週末、休暇を楽しみにしているファミリーが最も知りたい「グルメ＆おでかけスポット情
報」を、「食を楽しむ」ことに特化させて紹介した番組。全く違った２種類の旅プランから、
その土地ならではの「極上グルメ」を紹介するトラベルバラエティです。

主な撮影場所 小田原城ほか

作品名 木曜時代劇「次郎長・背負い富士」
放映媒体 テレビ（ＮＨＫ）
主な出演者 中村雅俊、田中里美、草刈正雄ほか
放映期間等 2006年8月中の木曜日 20：00～20：45

主な内容
庶民のヒーロー次郎長。次郎長が石松や大政、小政など個性豊かな子分たちとともに、
仇敵・保下田の久六や都鳥一家を討ち果たし、荒神山で黒駒の勝蔵と雌雄を決するま
での活躍を描く痛快時代劇です。

主な撮影場所 栢山・曽比酒匂川付近

作品名 「花田少年史」
放映媒体 劇場公開用映画
主な出演者 篠原涼子、須賀健太ほか
放映期間等 2006年8月19日（土）公開

主な内容
小学4年生のわんぱく坊主、花田一路。あるとき一路は交通事故で生死の境を彷徨うこ
とになり、『オバケ』とコンタクトが取れるように・・・。花田少年の大活躍が見所の作品で

主な撮影場所 久野林道

作品名 「日本沈没」
放映媒体 劇場公開用映画
主な出演者 石坂浩二、吉田日出子、六平直政ほか
放映期間等 2006年7月15日（土）公開

主な内容
日本が沈没へと向かう中、我々になすべき大切なことは一体何か・・・勇気と叡智をたた
え、極限状態の人々の愛を描く。ヒューマニズムあふれる人間ドラマを目指した作品で

主な撮影場所 ヒルトン小田原リゾート＆スパ、久野林道、市内スーパーマーケット

作品名 「陽気なギャングが地球を回す」
放映媒体 劇場公開用映画
主な出演者 大沢たかお、松尾スズキほか
放映期間等 2006年5月13日（土）公開
主な内容 4人の銀行強盗が繰り広げるドタバタコメディーのアクション作品です。
主な撮影場所 市役所本庁舎（資産税課・保険課）

作品名 森村誠一サスペンス6「唄」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ）
主な出演者 三浦友和、野際陽子 ほか
放映期間等 2006年4月24日（月） 21：00～23：00

主な内容
主な内容 世田谷西署の刑事 河合祐介が難解な事件を解決していくストーリーです。
急展開するサスペンスと哀切な人間ドラマ、その二つを繋ぐキーワードがひとつの

主な撮影場所 市役所本庁舎（選挙管理委員会、入札室、屋上、正面玄関）

作品名 「火災調査官・紅 蓮次郎6」
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、櫻井淳子 ほか
放映期間等 2006年4月22日（土） 21:00～23:00

主な内容
船越英一郎さん演じる火災調査官・紅 蓮次郎が、火事に絡む殺人事件を警察とは違う
視点で調査し、解決していくシリーズ。今回が第6弾です。

主な撮影場所 下水道処理センター、いこいの森、マロニエ、久野林道 ほか



作品名 「家族たちの明日～尼崎列車事故から１年～」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 市毛良枝、柏原収史、山口紗弥加ほか
放映期間等 2006年4月21日（金） 21:00～23:00

主な内容
主な内容 106名の尊い命が失われた尼崎列車事故から1年。事故に遭遇した3つの家
族に焦点をあて、実際に取材した情報をもとに、被害者の人生・遺された家族のそれか
らを描いた作品です。

主な撮影場所 松永記念館、小田原アリーナ

作品名 「海でのはなし。」
放映媒体 インターネット配信用ショートムービー
主な出演者 宮﨑あおい、西島秀俊ほか
放映期間等 2006年4月～6月30日

主な内容
スピッツ・ニューアルバムのイメージ「ピュア」をテーマとした恋愛ストーリーです。スピッ
ツのバックミュージックを織り込んだショートムービーとしてインターネットコンテンツ「ヤ
フージャパン」で配信。ほぼ全編にわたり小田原でロケが行われた作品です。

主な撮影場所 市道上（羽根尾・国府津）、酒匂川河川敷、国府津海岸ほか

作品名 「にっぽん菜発見 そうだ、自然に帰ろう」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 石塚英彦（ホンジャマカ）
放映期間等 2006年4月16日（日） 9:30～10:00

主な内容
視聴者にスローライフ（自然な生活）を提供することで、日本の農業・漁業の未来につい
て考えてもらう番組です。テーマは「小田原・箱根編」です。

主な撮影場所 サドルバック

作品名 「TVK 新発見！道物語」
放映媒体 テレビ（テレビ神奈川）
主な出演者 谷隼人、野中みさと ほか
放映期間等 2006年3月21日（祝） 13：00～14：00

主な内容
小田原・箱根周辺の道路の歴史、「道」の果たした役割・貢献等を、名勝旧跡や観光ス
ポットを訪れながら紹介する番組です。

主な撮影場所 小田原城址公園（学橋、住吉橋付近）

作品名 「外科医・零子 PART4」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ）
主な出演者 財前直見、前田耕陽、益岡徹 ほか
放映期間等 2006年2月20日（月） 21：00～23：00

主な内容
外科医・零子（ゼロコ）シリーズの第４弾。「命」を題材に零子と叔母・時子の嫁姑模様を
描いたヒューマンな作品です。

主な撮影場所 サンサンヒルズ小田原

作品名 「もしもツアーズ」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 キャイーン、坂下千里子、関根勤、片瀬那奈 ほか
放映期間等 2006年2月18日（土） 18：30～19：00

主な内容
家族みんなが月曜に学校や会社で話したくなる「もしもの日曜日 おでかけツアー」をお
届けする番組です。テーマは“小田原梅づくしツアー”です。

主な撮影場所 小田原城址公園（天守閣広場）、曽我梅林（別所会場）

作品名 「白夜行」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ）
主な出演者 山田孝之、綾瀬はるか、奥貫薫 ほか
放映期間等 2006年2月2日(木） 22：00～23：00

主な内容
初恋の少女を助けるために父を殺した少年と少年をかばうために母を手にかけた少
女・・・残酷な運命のもとに生きていく二人を描いた物語です。

主な撮影場所 小田原駅前（西口・ロータリー）



作品名 「天才てれびくんＭＡＸ」
放映媒体 テレビ（ＮＨＫ教育テレビ）
主な出演者
放映期間等 2006年１月23、24、25日のいずれか１日

主な内容
出演者の子供たちが「東海道五十三次」を旅しながら、各地の名所や風土、人々にふれ
ていく番組です。

主な撮影場所 小田原城、錦通り商店会

作品名 「とびっきり！しずおか」
放映媒体 テレビ（静岡朝日テレビ）
主な出演者
放映期間等 2006年１月12日(木) 放送予定 静岡県内ローカル放送
主な内容 おでんの特集
主な撮影場所 小田原城 他
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