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湘南藤沢(しょうなんふじさわ)
フィルム・コミッションとは…

　撮影場所(さつえいばしょ)の紹介(しょうかい)、ス
タッフ・出演者(しゅつえんしゃ)の弁当(べんとう)や
泊(と)まる場所(ばしょ)の紹介(しょうかい)・用意(よ
うい)、市民(しみん)エキストラの紹介(しょうかい)
などをして、撮影(さつえい)に協力(きょうりょく)し
ているよ。 市役所(しやくしょ)の観光課(かんこうか)
に2002年(ねん)につくられ、これまで450件(けん) の
撮影(さつえい)に協力(きょうりょく)してきたんだ
よ。
　内容(ないよう)はドラマ・映画(えいが)・CM(しー
えむ) ・バラエティー番組(ばんぐみ)などさまざま。
藤沢(ふじさわ)には撮影(さつえい)にぴったりのス
ポットがいっぱいあるんだね。 

 

問(と)い合(あ)わ
せ:

湘南藤沢(しょうなんふじさわ)フィルム・
コミッション事務局(じむきょく)

TEL (50)3531
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O's(おず） 「あなたとならば」２００５年(ねん)
５月発売(がつはつばい)
プロモーションビデオ

　姉妹(しまい)デュオO's(おず）のデビュー曲(きょく)「あな
たとならば」のプロモーションビデオは、ザ・ホテルオブラ
ファエロ湘南(しょうなん)（旧湘南(きゅうしょうなん)クリス
タルホテル）の教会(きょうかい)や奥田公園(おくだこうえん)
で撮影(さつえい)したんだ。  
　この曲(きょく)は「田舎(いなか)に泊(と)まろう」(テレビ東
京(とうきょう))のエンディングテーマにもなったよ。 

教会(きょうかい)で歌(うた)うシーンは幻想的(
げんそうてき)

オオナマズを探(さが)しに地下(ちか)へ

仮面(かめん)ライダー響鬼(ひびき)(テレビ朝日(あ
さひ))
２００５年(ねん)５月放送(がつほうそう)

　威吹鬼(いぶき)と戦(たたか)ってケガをしたオオナマズは、
東京(とうきょう)の地下施設(ちかしせつ)へと逃(に)げ込(こ)
んでしまった。そこで地下施設(ちかしせつ)を威吹鬼(いぶき)
が探(さが)し始(はじ)めるというシーン。 ここに大清水浄化(
おおしみずじょうか)センターが登場(とうじょう)！
　大清水浄化(おおしみずじょうか)センターは広(ひろ)くて
いっぱい建物(たてもの)があるから、今(いま)まで研究所(け
んきゅうじょ)・病院(びょういん)・地下施設(ちかしせつ)と
してたくさんのロケに使(つか)われているよ。
★出演者(しゅつえんしゃ)…細川茂樹(ほそかわしげき)、蒲生
麻由(がもうまゆ)、渋江譲二(しぶえじょうじ)ほか
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ドラゴン桜(ざくら)（ＴＢＳ）
２００５年(ねん)８月放送(がつほうそう)

　龍山高校(りゅうざんこうこう)の緒方英喜(おがたひでき)
（小池徹平(こいけてっぺい)）が、奥野一郎(おくのいちろう)
（中尾明慶(なかおあきよし)）をなぐった犯人(はんにん)とし
て警察(けいさつ)に捕(つか)まったんだけど、一郎(いちろう)
は秀明館高校(しゅうめいかんこうこう)に通(かよ)う弟(おと
うと)をかばっていたんだ。本当(ほんとう)のことを知(し)る
ために、龍山高校(りゅうざんこうこう)の桜木建二先生(さく
らぎけんじせんせい)（阿部寛(あべひろし)）と井野真々子先
生(いのままこせんせい)(長谷川京子(はせがわきょうこ)）は
特待(とくたい)クラスの矢島勇介(やじまゆうすけ)（山下智
久(やましたともひさ)）たちと警察署(けいさつしょ)に来(き)
たんだよ。
　このシーンで出(で)てくる警察署(けいさつしょ)は、実(じ
つ)は市役所(しやくしょ)だったんだ。市役所(しやくしょ)は
警察署(けいさつしょ)として使(つか)われることがとっても
多(おお)いんだよ。  

特待(とくたい)クラスの仲間(なかま)たちが市
役所(しやくしょ)に来(き)たよ

県立総合教育(けんりつそうごうきょういく) セ
ンターが朋久(ともひさ) と 母(はは)・裕美(ひ
ろみ) が入院(にゅういん) している病院(びょう
いん) に

小(ちい)さな運転士(うんてんし)　最後(さいご)の
夢(ゆめ)(日本(にほん)テレビ）
２００５年(ねん)８月放送(がつほうそう)

　24時間(じかん)テレビのスペシャルドラマ。
　心臓病(しんぞうびょう)の朋久(ともひさ)(中島裕翔(なかじ
まゆうと))が通(かよ)っている中学校(ちゅうがっこう)に大清
水中学校(おおしみずちゅうがっこう)、朋久(ともひさ)と父(
ちち)和宏(かずひろ)(阿部寛(あべひろし)）、母裕美(ははひろ
み)(和久井映見(わくいえみ))が住(す)んでいたところに市営遠
藤第二住宅(しえいえんどうだいにじゅうたく)が使(つか)われ
たんだ。ほかにも 市内(しない)のいろいろな施設(しせつ)が
撮影場所(さつえいばしょ)に使(つか)われたよ。  

　江ノ電(えのでん) の運転手役(うんてんしゅやく) の草(くさ) なぎ
剛(つよし) くんの運転(うんてん) シーン。実(じつ) は通常運転(つ
うじょううんてん) をしている２両編成(りょうへんせい) の電車(で
んしゃ) の後(うし) ろに、ロケ用(よう) に２両(りょう) を付(つ) け
足(た) していたんだ。そして運転席(うんてんせき) に座(すわ) って
運転(うんてん) する草(くさ) なぎくんを、前(まえ) の車両(しゃ
りょう) から撮(と) ったんだよ。  
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白夜行(びゃくやこう)（ＴＢＳ）
２００６年(ねん)１月放送(がつほうそう)

　主人公桐原亮司(しゅじんこうきりはらりょうじ) （山田孝
之(やまだたかゆき)） と唐沢雪穂(からさわゆきほ)（綾瀬(あ
やせ)はるか） が子(こ)どものころに通(かよ)っていた小学校(
しょうがっこう)に村岡小学校(むらおかしょうがっこう) と小
糸小学校(こいとしょうがっこう)が使(つか)われたよ。 市役
所(しやくしょ)は笹垣刑事(ささがきけいじ)(武田鉄矢(たけだ
てつや))がいた警察署(けいさつしょ)になったんだ。

　警察署(けいさつしょ) ロケでは、たくさんの市民(しみん)エ
キストラの皆(みな)さんに参加(さんか) してもらったよ。 撮
影(さつえい) の途中(とちゅう)で、武田鉄矢(たけだてつや)さ
んから焼(や)きたての石焼(いしや)きイモの差(さ)し入(い) れ
があって、参加(さんか)したエキストラもごちそうになった
んだ。  

教室(きょうしつ)も舞台(ぶたい)に（小糸小学
校(こいとしょうがっこう)）

★★★ドラマ「タイヨウのうた」が始(はじ)まるよ！★★★

 

★ストーリー★

　太陽(たいよう)の光(ひかり)を浴(あ)びると死(し)んでしまう病気(びょうき)にかかっている
薫(かおる)（沢尻(さわじり)エリカ）。江(え)の島(しま)に住(す) んでいる薫(かおる)と、江(
え)の島(しま)でバイトをしている孝治(こうじ)（山田孝之(やまだたかゆき)）の出会(であ)
い。毎日(まいにち) を一生懸命(いっしょうけんめい)生(い)きる薫(かおる)の姿(すがた)が、
若者(わかもの) たちを変(か) えていきます。「世界(せかい) の中心(ちゅうしん) で、愛(あい) 
をさけぶ」「いま、会(あ)いにゆきます」に続(つづ)く純愛三部作完結編(じゅんあいさんぶ
さくかんけつへん) 。

◎放送日時(ほう
そうにちじ) 

毎週金曜日午後(まいしゅうきんようびごご)１０時(じ)
（７月(がつ)１４日(にち)START(すたーと))

◎出 演 者 (しゅ
つえんしゃ) 

山田孝之(やまだたかゆき)、沢尻(さわじり)エリカ、竹
中直人(たけなかなおと)ほか。 
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藤沢(ふじさわ) でロケをやって、
こんなに効果(こうか) があったよ！

★直接的経済効果(ちょくせ
つてきけいざいこうか)

　飲食代(いんしょくだい) 、
宿泊代(しゅくはくだい) 、施
設(しせつ) を使(つか) う料
金(りょうきん) など、実際(
じっさい) にロケに来(き) た
人(ひと) たちが使(つか) った
お金(かね) のこと。昨年度(
さくねんど)約(やく) ３１２
０万円(まんえん) にもなった
よ。  

★間接的経済効果(かんせつてきけいざいこうか)

　藤沢(ふじさわ) をPR(ぴーあーる) することで、より
多(おお) くの観光客(かんこうきゃく) の皆(みな) さん
に来(き) ていただく効果(こうか) のこと。1年間(ねん
かん) テレビの中(なか)で藤沢(ふじさわ) を紹介(しょう
かい) した時間(じかん)をＣＭ(しーえむ) 時間(じかん) 
に置(お) き換(か) えると、約(やく) ５１億円分(おくえ
んぶん) の広告料(こうこくりょう) に匹敵(ひってき) す
るよ。 

エキストラでテレビや映画(えいが) に
出演(しゅつえん) しよう！

　湘南藤沢(しょうなんふじさわ) フィルム・コ
ミッションでは、ボランティアで撮影(さつえい) 
に参加(さんか) してもらえる市民(しみん) エキス
トラを募集(ぼしゅう) しているよ。
　 現在(げんざい) 、５３７人(にん) の人(ひと) が
市民(しみん) エキストラとして登録(とうろく) し
ていて、そのうち４０人(にん)が小学生(しょうが
くせい) なんだ。キミも俳優(はいゆう) と一緒(
いっしょ) にロケをして、テレビや映画(えいが) 
に出(で) てみない？

★申(もう) し込(こ) み★
湘南藤沢(しょうなんふじさわ) フィルム・コミッ
ション事務局(じむきょく) へ 
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