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観光ガイドには載っていないロケ地を通覧
映像を通した地域の魅力も再発見できる！
●日本国内で撮影された映画・ドラマ467作品のロケ地約1万件を通覧でき
る初のデータブックです。既存のガイドブックに載ることが少ないロケ
地を調べられ、映像を通した地域の魅力を再発見することができます。

地域からも、作品名からも探せる
●「第1部

地域別一覧」では都道府県別に排列、旅行目的地や地元にど

んなロケ地があるか探せます。
●「第2部

作品別一覧」では作品ごとにロケ地を一覧でき、タイトル、

制作年、出演者、監督、脚本などの映画・ドラマの基本的な情報も記
載しているので、作品ガイドとしても利用できます。
日本三景、名水百選、日本の灯台50選など、意外な観光スポットもわかる

事典・日本の観光資源―○○選と呼ばれる名所15000
好評
既刊

A5・590頁

定価（本体8,000円＋税） ISBN978-4-8169-2086-8

2008.1刊

「原作を持つ」日本映画6,000本とその原作がわかる

日本映画原作事典
A5・850頁

スティングレイ・日外アソシエーツ 共編
定価（本体12,000円＋税） ISBN978-4-8169-2074-5 2007.11刊

画「阿弥陀堂だより」
（2002）
「居酒屋兆治」
（1983）
「美しい夏キリシマ」
（2003）
「UDON」
（2006）
「男はつらいよ」シリーズ
「がんばっていきまっしょい」
（1998）
「ゴールデンスランバー」
（2010）
「桜田門外ノ変」
（2010）
「幸福の黄色いハンカチ」
（1977）
「下妻物語」
（2004）
「スウィングガールズ」
（2004）
「世界の中心で、愛をさけぶ」
（2004）
「瀬戸内少年野球団」
（1984）
「蝉しぐれ」
（2005）
「たそがれ清兵衛」
（2002）
「劔岳 点の記」
（2009）
「出口のない海」
（2006）
「二十四の瞳」
（1954）
「八甲田山」
（1977）
「パッチギ！」
（2004）
「BABEL」
〔米〕
（2007）
「眉山」
（2007）
「フラガール」
（2006）
「ブラックレイン」
〔米〕
（1989）
「殯の森」
（2007）
「ゆれる」
（2006）

ドラマ「おしん」
（1983−1984）
「風のガーデン」
（2008）
「木更津キャッツアイ」
（2002）
「高校教師」
（1993）
「坂の上の雲」
（2009・2010）
「鹿男あをによし」
（2008）
「JIN―仁―」
（2009）
「Dr．コトー診療所」
（2003）
「TRICK」
（2000）
「どんど晴れ」
（2007）
「のだめカンタービレ」
（2006）
「白線流し」
（1996）
「やまとなでしこ」
（2000）
…etc.
2017.2
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冊

『全国 映画/ドラマ ロケ地事典』内容見本
〈地域別一覧〉

山県県

山形県
◇米沢市
相生橋付近交差点 ⇒ 映画「スウィングガールズ」
上杉スタジアム
（米沢市営野球場）⇒ 映画「スウィングガール
ズ」
エビスヤ ⇒ 映画「スウィングガールズ」
カラオケパラダイス 米沢店 ⇒ 映画「スウィングガール
ズ」
原幸商店 ⇒ 映画「スウィングガールズ」
BIG TOMATO ⇒ 映画「スウィングガールズ」
松ヶ根橋付近 鬼面川 ⇒ 映画「スウィングガールズ」
松川河川敷 ⇒ 映画「スウィングガールズ」
松川橋付近 ⇒ 映画「スウィングガールズ」
米沢サティ ⇒ 映画「スウィングガールズ」

鶴乃湯（庄内映画村オープンセット） ⇒ 映画「おくりび
と」
洞雲院 ⇒ 映画「隠し剣 鬼の爪」
農道にある一本の木 ⇒ 映画「蝉しぐれ」
羽黒山・旧月山登山道 ⇒ 映画「隠し剣 鬼の爪」
「蝉しぐれ」
,
羽黒山登山道 ⇒ 映画「蝉しぐれ」
由豆佐売神社 ⇒ 映画「たそがれ清兵衛」
湯野浜海岸 ⇒ 映画「蝉しぐれ」
雷電神社 ⇒ 映画「蝉しぐれ」

「第1部 地域別一覧」では
ロケ地を市区町村コード順に排列

◇酒田市

希望ホール ⇒ 映画「おくりびと」
旧割烹小幡 ⇒ 映画「おくりびと」
旧港座 ⇒ 映画「おくりびと」
山居倉庫 ⇒ 映画「おくりびと」,ドラマ「おしん」
中通り商店街アーケード ⇒ 映画「おくりびと」
日吉町の石畳 ⇒ 映画「おくりびと」
最上川河畔 ⇒ 映画「隠し剣 鬼の爪」

◇寒河江市

◇鶴岡市
赤川河川敷 ⇒ 映画「隠し剣 鬼の爪」
赤川市民ゴルフ場沖の中洲 ⇒ 映画「たそがれ清兵衛」
赤川沿いに立つ大木 ⇒ 映画「蝉しぐれ」
赤川羽黒橋下流の中洲 ⇒ 映画「蝉しぐれ」

慈恩寺 ⇒ 映画「男はつらいよ

寅次郎葛飾立志篇」

◇上山市

上の山観音（湯の上観音） ⇒ 映画「男はつらいよ
葛飾立志篇」
旧美容室店舗 ⇒ 映画「おくりびと」

寅次郎

◇長井市

〈作品別一覧〉

「第2部 作品別一覧」では
作品別に、ロケ地・映像場面と所在地を掲載

悪人（映画）
［公 開］2010年
［スタッフ］監督・脚本：李相日，脚本・原作：吉田修一
［出 演］妻夫木聡（清水祐一），深津絵里（馬込光代），樹
木希林（清水房枝），柄本明（石橋佳男），岡田将生（増尾
圭吾），満島ひかり（石橋佳乃）〔ほか〕

ロケ地・場面

所在地

渡辺通り（佳乃が父・佳男
の車で職場近くまで送って
もらう冒頭シーン）

福岡県福岡市中央区

けやき通り（増尾につかみ
かかる佳男のシーン）

福岡県福岡市中央区

SOL FAMILIA大名店

福岡県福岡市中央区大名1

東公園（約束した佳乃を待
つ祐一の目前で増尾と佳乃
が偶然出会いドライブに出
かけるシーン

福岡県福岡市博多区

JR佐賀駅（祐一と光代が出
会った場所（南口ロータリー
付近））

佐賀県佐賀市駅前中央1

フタタ佐賀西バイパス店（光
代が働く紳士服量販店）

佐賀県佐賀市鍋島町大字森
田字一本杉29-1

麦田の農道（光代の通勤路）

佐賀県佐賀市鍋島町森田付近

諸富警察署（｢唐津南警察署｣
の設定。自首しようとする
祐一を光代が引き留める）

佐賀県佐賀市諸富町大字諸
富津47-1

ポプラ大和店（祐一に連れ
出された光代が、翌朝妹に
電話をかけるシーン）

佐賀県佐賀市大和町川上
5409-4

いか本家本店（いか料理店
で祐一が自分の罪を光代に
告白するシーン）

佐賀県唐津市呼子町呼子
3086-2

光代のアパート（馬込光代
姉妹が住むアパート）

佐賀県杵島郡白石町廿治

茂木港（祐一が母親に置き
去りにされる少年時代の回
想シーン）

長崎県長崎市長崎市茂木町

堤漁港（祐一が房枝と住む
漁村）

長崎県平戸市堤町

作品名・制作（公開）年月・
スタッフ・キャストもわかるので
作品ガイドとしても役立つ

北の国から（ドラマ）
［放 送］1981年10月〜1982年3月
［スタッフ］脚本：倉本聰
［出 演］田中邦衛（黒板五郎），吉岡秀隆（黒板純），中
嶋朋子（黒板螢），岩城滉一（北村草太），大滝秀治（北村
清吉），竹下景子（宮前雪子），地井武男（中畑和夫），松
田美由紀（吉本つらら），宮本信子（本田好子），いしだあ
ゆみ（黒板令子）〔ほか〕

ロケ地・場面

所在地

JR布部駅（ドラマの始まり 北海道富良野市布部市街地
で、故郷に戻った五郎、純、
螢が降り立った駅）
麓郷木材工業（五郎の同級 北海道富良野市字麓郷市街
生・中畑和夫が経営する中 地
畑木材事務所）
小野田そば（旅館や飲み屋 北海道富良野市麓郷市街地3
の設定になった店）
中の沢小学校分校（廃校） 北海道富良野市八幡丘
（純と螢が通った小学校）
くまげら（清吉が五郎に飲 北海道富良野市日の出町3-22
む約束をした店）
麓郷の森（五郎の作った丸 北海道富良野市東麓郷
太小屋などを中心に写真館
北海道空知郡中富良野町字

ラストサムライ（映画・米）
［公 開］2003年
［スタッフ］監督：エドワード・ズウィック
［出 演］トム・クルーズ（ネイサン・オールグレン），テ
ィモシー・スポール（サイモン・グレアム），渡辺謙（勝
元），真田広之（氏尾），小雪（たか）〔ほか〕
［トピック］明治維新直後の日本が舞台。戦闘シーン・村
のシーンなどはニュージーランドロケ

ロケ地・場面

円教寺（勝元の住居ほか）

所在地

兵庫県姫路市書写2968

知恩院（オールグレンらが 京都府京都市東山区林下町
天皇謁見のため皇居に向か 400
う場面）
九十九島（オープニングシー 長崎県佐世保市・小佐々町・
ンに映る島々）
鹿町町・田平町

