
作品名 「宿命」
放映媒体 テレビ（wowow）
主な出演者 柏原 崇、藤木直人、本上まなみほか
放映期間等 2004年12月26日（日）20:00～

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 文学館、市営住宅ほか

作品名 劇団演技者。「オートマチック」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 城島 茂（ＴＯＫＩＯ）、相武沙季、竹内都子ほか
放映期間等 2004年11月23日（火）ほか 0:58～1:28

主な内容
疾走する密室の中で繰り広げられる絶妙な台詞による“笑い”と“人間模様”のスラップ
スティック・ストーリー

主な撮影場所 市内農道、クイーンズマート（ヤオマサシティモール内）ほか

作品名 土曜ワイド劇場「火の粉」
放映媒体 テレビ (テレビ朝日)
主な出演者 原佐知絵、村田雄治、石黒賢、愛川欽也ほか
放映期間等 2004年（放送日未定）土曜日 21：00～
主な内容 最後の法廷となる裁判官（愛川欽也）が、金属バットによる殺人事件の真相を究明す
主な撮影場所 小田原駅（ｱｰｸﾛｰﾄﾞ）、小田原城銅門、水道局、関東学院大学、久野林道、造園会社ほ

作品名 月曜ミステリー劇場「運のない女」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ）
主な出演者 桜井幸子、萩原聖人ほか
放映期間等 未定（月曜日夜9:00からの2時間ドラマ）
主な内容 サスペンスドラマ
主な撮影場所 市内中学校

作品名 月曜ミステリー劇場「寝台特急はやぶさ～1/60秒の壁～」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ）
主な出演者 鹿賀丈史、小倉久寛、真中瞳ほか
放映期間等 未定（月曜日夜9:00からの2時間ドラマ）
主な内容 サスペンスドラマ
主な撮影場所 小田原市役所

作品名 スペシャルドラマ「弟」
放映媒体 テレビ (テレビ朝日)
主な出演者 渡哲也、高島礼子、長瀬智也（TOKIO）、仲間由紀恵、徳重聡ほか
放映期間等 2004年11月17日（水）～21日（日） 21:00～

主な内容
石原裕次郎の真実を描いた、石原慎太郎氏の同名小説を元に映像化される豪華スペ
シャルドラマ。

主な撮影場所 市役所、小田原文学館ほか

作品名 「愛のソレア」
放映媒体 テレビ（東海テレビ）
主な出演者 荻野目慶子ほか
放映期間等 2004年10月29日～
主な内容 昼のドラマ
主な撮影場所 文学館

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 2004年



作品名 「めだか」
放映媒体 テレビ（フジテレビ） 連続ドラマ
主な出演者 ミムラ、浅野ゆう子、原田泰造、泉谷しげる、矢部弘紀ほか
放映期間等 2004年10月26日（火） 21:00～22:00

主な内容
夜の教室には人生の全てがある…！？定時制高校を舞台にヒロインめだかが笑いと涙
の大奮闘

主な撮影場所 市内中学校

作品名 夏の恐怖ミステリー「ほんとにあった怖い話」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 ナビゲーター：稲垣吾郎（SMAP）ほか
放映期間等 2004年10月25日（月） 19:00～20:00
主な内容 今までにない全く新しいジャンルのリアルホラーエンターテイメント
主な撮影場所 市内小学校プール

作品名 女と愛とミステリー「多摩南署掲示・近松丙吉4 細い赤い糸」
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 2004年10月13日（水）21：00～
主な内容 サスペンスドラマ
主な撮影場所 水道局

作品名 土曜ワイド劇場 「火災調査官・紅蓮次郎スペシャル」
放映媒体 テレビ (テレビ朝日)
主な出演者 船越英一郎 ほか
放映期間等 2004年10月9日（土） 21：00～

主な内容
「焼け跡の灰の中に証拠は残る」。火事の現場から真実を突き止める火災調査官のス
ペシャルドラマ

主な撮影場所 小田原アリーナ駐車場、市営住宅、消防署ほか市内各所で撮影

作品名 「想色～オモイ・ノ・イロ～」
放映媒体 劇場公開用映画
主な出演者 若槻千夏、太田千晶、岩佐真悠子ほか
放映期間等 2004年10月9日（土）～14日（木） 池袋シネマロサにてレイトショー
主な内容 青春ロードムービー
主な撮影場所 小田原駅前商店街ほか

作品名 火曜サスペンス劇場 「温かい指輪」
放映媒体 テレビ (日本テレビ)
主な出演者 中村雅俊・柄本明ほか
放映期間等 2004年10月5日（火） 21：00～
主な内容 サスペンスドラマ
主な撮影場所 市役所・水道局・いこいの森ほか

作品名 夏の恐怖ミステリー「ほんとにあった怖い話」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 ナビゲーター：稲垣吾郎（SMAP）ほか
放映期間等 2004年9月7日（火） 19:00～21:00
主な内容 今までにない全く新しいジャンルのリアルホラーエンターテイメント
主な撮影場所 市内小学校プール



作品名 日清オイリオ ギフト「夏の元気なごあいさつ」テレビＣＭ
放映媒体 テレビＣＭ
主な出演者 TOKIO（城島 茂 、山口 達也）
放映期間等 2004年6月～
主な内容 お中元ソングを口ずさみながらお中元を持って駆けていく。
主な撮影場所 市内農道

作品名 「世界の中心で、愛をさけぶ」
放映媒体 劇場公開用映画（東宝映画）
主な出演者 大沢たかお、柴咲コウほか
放映期間等 2004年5月8日全国一斉公開

主な内容
作家・片山恭一氏の同名ベストセラー恋愛小説が原作。監督は「ＧＯ」でアカデミー賞受
賞の行定監督。

主な撮影場所 市内市立中学校体育館

作品名 「恋愛小説」
放映媒体 劇場公開用映画 ＊テレビ（wowow）放送後、好評につき劇場公開決定
主な出演者 玉木宏、小西真奈美ほか
放映期間等 2004年6月19日（土）～（都内一部映画館にて）

主な内容
余りあるほどの自由の中で自由の難しさにあえいでいる現代人が、素直に感動できる
まっすぐなラブストーリー

主な撮影場所 県立生命の星・地球博物館、海岸

作品名 ダイドーブラックボトル（コーヒー） テレビＣＭ
放映媒体 テレビ (ＣＭ)
主な出演者 男性俳優３人
放映期間等 2004年4月10日（土）～
主な内容 蓋のあるボトルコーヒーのＣＭ。ガソリンスタンドで踊る若者。
主な撮影場所 市内ガソリンスタンド

作品名 Dir en grey（ディルアングレイ）「朔～saku～」
放映媒体 プロモーションビデオ
主な出演者 俳優４人ほか
放映期間等 ＣＤシングル 2004年7月 リリース予定
主な内容 昭和40年代ころのマンモス団地の部屋の中
主な撮影場所 市内市営住宅ほか

作品名 「修羅の道」
放映媒体 劇場公開用映画
主な出演者 原田龍二、松方弘樹、渡辺裕之、小西博之、井上貴子、山下規介ほか
放映期間等 未定
主な内容 極道映画
主な撮影場所 小田原城、小田原漁港ほか

作品名 火曜サスペンス劇場「分岐点」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 内藤剛志、川上麻衣子、吉行和子ほか
放映期間等 2004年6月15日（火）21:00からの2時間ドラマ
主な内容 サスペンスドラマ。
主な撮影場所 市内小学校



作品名 「ソロモンの王宮」
放映媒体 テレビ（テレビ東京）
主な出演者 片岡鶴太郎
放映期間等 2004年5月2日（日）夜10:00～10:54

主な内容
「究極のこだわり」を持つ方々を密着取材する番組。今回は片岡鶴太郎さんにスポットを
あてます。

主な撮影場所 小田原駅(ｱｰｸﾛｰﾄﾞ)・さかなセンター

作品名 「ドールハウス」
放映媒体 テレビ（ＴＢＳ）連続ドラマ
主な出演者 松下由樹、安達祐美、小池栄子、佐野史郎ほか
放映期間等 2004年3月11日（木） 22:00～23:00

主な内容
表向きはクラブ「ドールハウス」で活躍する6人の女性ダンサー。その女性達とはしかし、
真の顔は犯罪撲滅に立ち向かう秘密組織「ドールズ」だった。

主な撮影場所 小田原城本丸前、国立療養所箱根病院

作品名 ザ！情報ツウ 「解決！みんなのはてな」
放映媒体 テレビ（日本テレビ）
主な出演者 アリtoキリギリスほか
放映期間等 2004年3月5日（金） 8:30～10:25

主な内容
一度は聞いたことがある最新の流行や話題のモノも、知っているようで意外とその意味
や実体の分からないものがたくさんあります。そんな「みんなの素朴な疑問？」をアリto
キリギリスが徹底取材。

主な撮影場所 曽我梅林

作品名 「ほんとにあった怖い話」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 ナビゲーター：稲垣吾郎（SMAP）ほか
放映期間等 2004年2月21日（土） 19:00～20:00
主な内容 今までにない全く新しいジャンルのリアルホラーエンターテイメント
主な撮影場所 市内市立中学校

作品名 土曜ワイド劇場「火災調査官・紅蓮次郎３」
放映媒体 テレビ (テレビ朝日)
主な出演者 船越英一郎、河相我聞ほか
放映期間等 2004年2月14日（土） 21：00～

主な内容
「焼け跡の灰の中に証拠は残る」。火事の現場から真実を突き止める火災調査官のドラ
マ 第3弾

主な撮影場所 小田原アリーナ駐車場、市営住宅、市役所、消防署ほか市内各所で大部分を撮影

作品名 ＮＨＫ大河ドラマ「新選組」
放映媒体 テレビ（ＮＨＫ総合）連続ドラマ
主な出演者 香取慎吾、佐藤浩市ほか
放映期間等 2004年2月1日（小田原収録分）
主な内容 大河ドラマ「新選組」の中の「桜田門外の変」
主な撮影場所 小田原城

作品名 「恋するハニカミ！」
放映媒体 テレビ（TBSテレビ）
主な出演者 蛍原 徹ほか
放映期間等 2004年1月16日（金）23：00～
主な内容 初対面の男女（タレント）が箱根、小田原をデートする。
主な撮影場所 御幸の浜ほか



作品名 えなりかずきの「一休さん」
放映媒体 テレビ（フジテレビ）
主な出演者 えなりかずき、石黒賢、生瀬勝久ほか
放映期間等 2004年1月8日（木）19:00～21:00
主な内容 とんち小僧の一休さんが現代に現れ、小学生と友達になっていく様子を中心に描いてい
主な撮影場所 市内小学校
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