
作品名 「月10万円で豊かに暮らせる町＆村」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者
放映期間等 2005年11月28日(月)
主な内容 新幹線通勤特集
主な撮影場所 小田原城 他

作品名 「赤い運命」
放映媒体 テレビドラマ
主な出演者 綾瀬はるか、船越英一郎、渡辺いっけい、紺野美沙子ほか
放映期間等 2005年10月4日（火）～6日（木） 3夜連続
主な内容 山口百恵さんの代表作である昭和の人気ＴＢＳ系ドラマ「赤いシリーズ」のリメーク版、第
主な撮影場所 小田原文学館、西海子小路

作品名 JR東日本「Ｓｕｉｃａ」
放映媒体 テレビＣＭ
主な出演者 西原亜希
放映期間等 2005年8月20日（土）～
主な内容 「Suicaが創る新しい毎日」をイメージしたCM。
主な撮影場所 御幸の浜・突堤、ＪＲ早川駅前ほか

作品名 「契約結婚」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 雛形あきこ、長谷川朝晴、李麗仙ほか
放映期間等 2005年7月4日（月）～9月30日（金）
主な内容 3年の期限付きの契約結婚をした二人の愛の行方を追った夫婦の物語
主な撮影場所 御幸の浜、小田原漁港ほか

作品名 エースコック カップはるさめ テレビＣＭ
放映媒体 テレビ（ＣＭ）
主な出演者 玉山鉄二ほか
放映期間等

主な内容
旅先で玉山鉄二さんが偶然出会った“はるさめ屋”。そのお店は、はるさめ・・・だけを出
す、不思議なお店だった。

主な撮影場所 小田原市内

作品名 トヨタ自動車「パッソ」 テレビＣＭ
放映媒体 テレビ（ＣＭ）
主な出演者 吹石一恵
放映期間等
主な内容 「パッソプチプチプチトヨタ…」でお馴染みのＣＭ
主な撮影場所 小田原文学館

作品名 「タッチ」
放映媒体 劇場公開用映画
主な出演者 長澤まさみ、斉藤祥太、斉藤慶太ほか
放映期間等 2005年9月10日（土） 全国ロードショー

主な内容
双子の兄弟、達也と和也、そして恋物語のヒロイン、南。三人が織り成す甘酸っぱい恋
模様を繊細に描き、世代を超えて国民的反響を呼んだあだち充原作の青春ラブストー

主な撮影場所 小田原球場、小田原市内公園ほか

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 2005年



作品名 「ＳＨＩＮＯＢＩ」
放映媒体 劇場公開用映画
主な出演者 仲間由紀恵、オダギリジョー、椎名桔平ほか
放映期間等 2005年9月17日（土） 全国ロードショー
主な内容 伊賀と甲賀の里が舞台の恋人同士でありながら、敵同士になってしまう忍の物語
主な撮影場所 小田原城銅門

作品名 「大地震」
放映媒体 映画（インターネット配信）
主な出演者 吉井怜、寺泉憲ほか
放映期間等 2005年9月（予定）

主な内容
気持ちが離れてしまった家族が震災の中で、助け合い、お互いの関係を見つめ直す。
震災を生き延びる知恵と家族の絆を描く物語

主な撮影場所 小田原アリーナ、市内商店街ほか

作品名 土曜ワイド劇場「火災調査官・紅蓮次郎5」
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、小林幸子ほか
放映期間等 2005年秋（予定）

主な内容
船越英一郎演じる火災調査官・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の第5弾。今回のテーマは「許しあう心」。

主な撮影場所 御幸の浜、小田原アリーナ、小田原市役所、市内大学ほか

作品名 中国映画「呉清源」
放映媒体 劇場公開用映画
主な出演者 張震(チャン・チェン)、松坂慶子ほか
放映期間等 2005年公開予定
主な内容 昭和最強と呼ばれた中国出身の囲碁棋士・呉清源(ごせいげん)さんの生涯を描く中国
主な撮影場所 小田原市内

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、鈴木京香、佐藤浩市、松尾スズキほか
放映期間等 2006年春公開予定
主な内容 ハイテンポな知恵比べが不況気分を吹っ飛ばす都会派コメディ
主な撮影場所 小田原市役所

作品名 「Ｄｅｓｔｉｎｅｄ」
放映媒体 映画（ショートフィルム）
主な出演者 唐渡亮、西山繭子、小休暁、羽柴まゆみ
放映期間等

主な内容
国土施策創発調査「映像等コンテンツの制作・活用による地域振興のあり方に関する調
査検討」事業（実施主体：文化庁、経済産業省、国土交通省、西さがみ連邦共和国フィ
ルムコミッションほか）におけるモデル事業により撮影

主な撮影場所 小田原城址公園ほか、西さがみ連邦共和国内各所

作品名 月曜ミステリー劇場「森村誠一サスペンス5 音」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ）
主な出演者 三浦友和、野際陽子、河相我聞ほか
放映期間等 2005年5月30日（月） 21:00～23:00

主な内容
祐介と電話で言葉を交わした直後に、友人が謎の自殺！眼を負傷した刑事・祐介が、
見えない故に気づいた事実とは…？

主な撮影場所 小田原市役所



作品名 「天国へのカレンダー」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 藤原紀香、玉木宏、渡辺いっけい ほか
放映期間等 2005年5月20日（金） 21:00～23:00

主な内容
がん看護のスペシャリストが、自らもがんに冒されながらも命を削り、看護師としての天
命をまっとうしたという実話を基にした感動のヒューマンドラマ

主な撮影場所 小田原市中央公民館、中河原配水池

作品名 水曜ミステリー9「新米事件記者・三咲」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 菊川怜、東幹久ほか
放映期間等 2005年5月11日（水） 21:00～23:00
主な内容 サスペンスドラマ
主な撮影場所 小田原市内社宅

作品名 世にも奇妙な物語05 春の特別編「倦怠期特効薬」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 ユースケサンタマリア ほか
放映期間等 2005年4月12日（火） 21:00～23:15

主な内容
倦怠期に入った夫婦の夫がとある漢方薬局で倦怠期特効薬という薬を手に入れる。そ
の薬を飲むと…？

主な撮影場所 小田原市内薬局、小田原市役所

作品名 世にも奇妙な物語05 春の特別編「あなたの物語」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 小西真奈美ほか
放映期間等 2005年4月12日（火） 21:00～23:15

主な内容
自分の一生が収録されたビデオがレンタルされている？主人公が、そのビデオの存在
に気づきレンタルする。そして…。

主な撮影場所 小田原市内市立小学校、小田原市内公園、小田原市内病院ほか

作品名 「H2～君といた日々」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ） 連続ドラマ
主な出演者 山田孝之、石原さとみ、田中幸太朗、市川由衣 ほか
放映期間等 2005年3月24日（木） 22:00～23:00（最終話）

主な内容
「タッチ」などで知られる人気漫画家・あだち充氏の代表作の１つである、高校球児をとり
まく青春ドラマ。

主な撮影場所 御幸の浜、市内墓地

作品名 「Diaries ダイアリーズ」
放映媒体 劇場公開用映画
主な出演者 ユンナ、天川美穂、宮崎将、泉政行 ほか
放映期間等 2005年3月公開予定
主な内容 青春純愛ラブストーリー。５話オムニバスドラマ。
主な撮影場所 小田原市立城山中学校、小田原城、ダイヤ街商店会ほか

作品名 火曜サスペンス劇場「出張弁護士 青山萌子 北へ向かう人」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 三田佳子 、永島敏行 ほか
放映期間等 2005年2月8日（火） 21:00～23:00
主な内容 サスペンスドラマ
主な撮影場所 水道局



作品名 「私はこうして生き延びた 生存者の言葉SP」
放映媒体 テレビ（テレビ朝日）
主な出演者 寺林伸悟 ほか
放映期間等 2005年1月10日（月）10:30～11:25

主な内容
ある名門企業で起きた殺人事件が劇的な再会をもたらす。刑事と容疑者、幼なじみの二
人が宿命の再会を果たした後で徐々に明かされる秘密の数々。

主な撮影場所 小田原森林組合研修所ほか
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