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吹き戻しの里

大浜海水浴場、洲本市内

阿木燿子

りゅうちぇる

ヴィラモンタ、淡路市西浦

ウェルネパーク五色、洲本オリオン、洲本高校 他

出光公式facebook「出光おでかけ部」淡路篇

相席食堂

「阿久悠先生企画」同窓の縁が結ぶ歌の旅路

「THE TOMBOYS」ＭＶ撮影

「人間発掘スペシャル「阿久悠 ～その創作の原点～」

CSスカパーKawaiianＴＶ「ロケ方 NMB48」

パソナグループTV-CM / WEB-CM 制作

ラ カーサ ヴェッキア、ブーランジェリー フルール、
PICCOLOTTO、イングランドの丘、うずの丘 大鳴門橋記念館

島の俯瞰、大鳴門の映像、玉ねぎ収穫

日本の轍「淡路往還」

秘密基地akari

福良漁港、淡路瓦工業組合、料亭まえ川、㈱梅薫堂、
多田フィロソフィ、菊一文字所蔵松帆神社
ウェルネパーク五色、都志小学校、洲本オリオン、
洲本高校 他

淡路島の俯瞰、明石海峡大橋、玉ねぎ収穫

舞台「わたしの星」公演チラシ＆ポスタースチール撮影

神戸芸工技術大学　映画「トロイメライ」

関西テレビ　8Kショートフィルム「three trees」

〔映像提供〕野島蟇浦の夕景

慶野松原海水浴場、洲本実業高等学校

吹越 満

白石 聖

大隅勇太

深田太郎

星野 源
高橋一生

THE TOMBOYS

丹羽石材店、南あわじ市役所、南あわじ市文化体育館「元気の森ホール」、
くにうみの里、洲本市役所周辺、皿池、洲本市五色庁舎、ボネール、洲本警察署、
淡路信用金庫、淡路市大磯地区、仮屋墓地、岩屋地区

淡路島クラフトサーカス、奇跡の星植物館、
阿万海岸海水浴場

洲本本町商店店街、岩屋商店街、岩屋ポートパーキング、岩屋漁港、本福寺、
天空庵、JA淡路日の出 生穂支店津名経済センター、釡口老人福祉センター、
ダーツ＆ビリヤードBar　Clair　他

旧佐野小学校、シーウィンドウ淡路、
あわじ花さじき、淡路市釡口、佐野、野島江崎

道の駅東浦ターミナルパーク須磨水族館リニューアル プロモーション動画

自主映画「なんのちゃんの第二次世界大戦」

大隅勇太2020年度カレンダー撮影
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TEL：0799-24-2001　FAX：0799-25-2521　〒656-0022 兵庫県洲本市海岸通１丁目11-1
E-mail：awaji-fo@kuniumi.or.jp　 URL：http://awaji-fo.jp/

これまでの支援作品一覧　【2019年度上半期】
公開日 放送局/種類 作品名 出演 撮影場所

私たちは淡路島のすばらしいロケーション、歴史、文化を全国に発信する【淡路島フィルムオフィス】の活動を支援しています。

淡路信用金庫
 ㈱夢舞台
淡路ヤクルト販売㈱
（一社）淡路島観光協会
（一社）淡路青年会議所
洲本温泉事業協同組合
（公財）兵庫県園芸・公園協会
（一財）淡路島くにうみ協会

特別支援会員 団体会員

■エキストラ・ボランティアスタッフ
映画やTVドラマのエキストラに出演してみた
い方、制作スタッフのアシスタントとして参加
したい方、ボランティアスタッフ随時募集中！！

■撮影協力企業
敷地内等をロケ撮影のためにご提供いただ
ける事業者。撮影隊への宿泊、食事、レンタ
ル等の関連サービス（有料可）も募集中！！

■おすすめロケーション
あなたが選ぶ、淡路島の素敵な風景を教
えてください！ （送って頂いた写真は淡路
島の広報等に使用することもあります）

淡路島フィルムオフィスの趣旨に賛同し、活動
を応援して頂ける会員を随時募集しています。

サポーター募集

映画・
ドラ
マの
ロケ
で、淡

路島をもっともっと盛り上げ
よう！

詳しくは公式HP→http://awaji-fo.jp

兵庫県淡路県民局・洲本市・南あわじ市・淡路市
兵庫県立淡路景観園芸学校・伊弉諾神宮・㈱うずのくに南あわじ
サントピアマリーナ㈱・アワジシネマ倶楽部・福良漁業協同組合
淡路島マンモス・淡路地区商工会青年部連絡協議会
洲本商工会議所青年部・淡路ローターアクトクラブ・淡路おみなの会
淡路日の出農業協同組合・あわじ島農業協同組合・有限会社オリオン
メディアコンシェルジュLLP・ユーアールエー㈱
淡路島弁財天 厳島神社・淡路シネフォト・淡路人形座・㈱藤岡組
淡路ビーフブランド化推進協議会・淡路印刷㈱・㈱フィールドコム
（有）ナガオビルメン 花ひろば

発行：淡路島フィルムオフィス Awaji Island Film Office

淡路島フィルムオフィス
は、ロケ誘致による観光
振興、地域活性化を目的
に、映画・ＴＶドラマ・CM
などの映像作品を誘致し、
実際の撮影をスムーズに
進めるための支援を無償で
提供する非営利組織です。  
（2005年設立）

サポーター以外にも
支援していただける
方を募集しています

●「引っ越し大名！」ロケ in 南あわじ市慶野松原
●［活動報告］間寛平トークショー／うみぞら映画祭2019
●［活動報告］第５回「全国ふるさと甲子園」レポート
●［活動報告］映画「なんのちゃんの第二次世界大戦」ロケ
●［活動報告］ 映画「時代おくれ」ロケ　●その他の活動報告

2P

3P

4P
●支援作品一覧　　●サポーター募集のお知らせ
●淡路島のロケーション動画素材DVD配布のおしらせ

「Live News It！」皇室特番フジテレビ

「ひょうご発信」 うみぞら映画祭サンテレビ

恋愛リアリティーショー番組「バチェラー・ジャパン」Amazon
Prime video

SNS配信

BS朝日

テレビ朝日

関西テレビ

ミュージック
ビデオ

ひかりＴＶ

映画（自主）

映画

BSフジ

ＴＶ CM

読売テレビ

映画（自主）

プロモーション
ビデオ等

プロモーション
ビデオ等

その他

〔エキストラ登録者：408名〕
（平成30年3月現在）

淡路島フィルムオフィスの活動内容をわか
りやすく映像で紹介するとともに、島内のロ
ケーションを映像化したPR動画が完成し
ました！ DVDにて配布中です。ご希望の方
は淡路島フィルムオフィスまでお問い合
わせ下さい。また、淡路島フィルムオフィス
の公式ウェブサイト（https://awaji-fo.jp/）
でも動画を公開しています。

映像製作者のみなさまへ
PR映像にも使用している島内ロケー
ション映像データを、作中の映像素材
として使用ご希望の方に無料でご提
供しています。詳しくは淡路島フィルム
オフィスまでお問い合わせ下さい。

淡路島のロケーション

動画素材DVD
配布のおしらせ

©2019「引っ越し大名！」製作委員会
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映画「引っ越し大名！」
ロケ撮影 in 南あわじ市慶野松原

  ほか

6/12

8/6

8/28

9/30

ひょうごロケ支援ネット
推進会議

関西フィルム
ミーティング

ひょうごロケ支援ネット推進会議
場所：神戸市教育会館【神戸市】　

JFC近畿ブロック会議・研修会
場所：イケマン カンファレンスホールA【大阪市】

淡路島フィルムオフィス通信
AIFO NEWS LETTER の発行

令和元年度第1回理事会及び通常総会開催
場所：洲本商工会議所【洲本市】

その他の活動報告

河合健監督がつくる全編淡路島ロケの
長編コメディー映画「なんのちゃんの第
二次世界大戦」のロケが6月から7月にか
け島内で行われました。俳優の吹越満さ
んが主演し、島内を中心に共演者やエキ
ストラを多数募りました。地域の皆さまご
協力ありがとうございました。

島内各所で撮影された動画
は、パリで開催された博覧会
国際事務局総会のプレゼン
テーションで上映されました。
※YouTube公開は終了しました

去年の初夏に、南あわじ市 慶野松原
で映画「引っ越し大名！」のロケが行わ
れました。雨天が続く中、晴れ間を見
計らっての撮影。晴れると今度はうだる
ような暑さで、スタッフもキャストも苦労
されていました。試写会では、主役を演
じた俳優の星野源さんが、「淡路島の
ロケが大変だった」とコメントされてい
ました。
慶野松原で撮影されたシーン
は、盗賊に襲われた一行が戦
う場面。快活な侍役を演じる
高橋一生さんが大きな槍「御
手杵」を振り回しつつの大立
ち回り。豪快な役どころを見事
に演じられていました。

活動
報告

活動
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開催日：2019年5月25日（土）～26日（日）の2日間
会　場：大浜海水浴場《海の映画館》
　　　 洲本オリオン《レトロ映画館》
　　　 洲本市文化体育館《ホール映画館》
上映作品：《海の映画館》………………ダンボ（吹替）
　　　　 　　　　　　　　ボヘミアン・ラプソディ
　　　  《レトロ映画館》………………時代おくれ
　　　　　　　　　　　　  　あの空の向こうに
　　　　　　　　　　　　　　 あったまら銭湯
　　　  《ホール映画館》………………時代おくれ
来場者数：約6,000人／2日間
主　催：海の映画館をつくろうプロジェクト実行委員会

『うみぞら映画祭2019』開催！『うみぞら映画祭2019』開催！

間寛平トークショー information

好天に恵まれ、今年も『うみぞら映画祭』
が開催されました。海の上にスクリーンを
立て砂浜から観る《海の映画館（大浜海
水浴場）》をメインに、《レトロ映画館（洲
本オリオン）》と《ホール映画館（洲本市
文化体育館）》の計3会場で、計5作品の
映画を上映しました。今年も映画だけで
なく、お香や吹き戻しのワークショップや
大人気『ナイトマーケット』、グランピング
＆BBQなど同時開催し、大盛況の2日間
でした。

開催日：5月25日（土）
会　場：『夢海游 淡路島』洲本市山手
映画「時代おくれ」に出演
の間寛平さんをお招きし、
トークショーを開催しまし
た。盛況のうちに終えるこ
とができました。

次回は
令和2年5月頃
の開催を予定

「なんのちゃんの第二次世界大戦」
出演：吹越満 北香那 ほか
監督：河合健
公開：2020年予定

「時代おくれ」

淡路島でのロケ撮影を記念し、映画の主人公、春之介の困り顔が印象
的なティザービジュアル（中央）ソックリ！?なコラボポスターをAIFOが
企画製作しました！ プレスリリースもされ、巷の話題をさらいました。

こちらも映画のロゴが入ったコラボうちわ。
裏側には大きく鬼瓦の顔が！ 第5回「全
国ふるさと甲子園」ほかで配布しました。

播磨灘を臨む海岸線で
の撮影。江戸時代にタイ
ムスリップしたみたい。

慶野松原名物、根上がり
松の近くでも撮影を行い
ました。

5月～6月
2018年

慶野松原にて
南あわじ市

玉ねぎが2つ入るコラボ
巾着袋。パネル展でアン
ケートに答えてくれた方
にプレゼントしました。当
初レモン色の生地にな
るはずが、在庫の関係
で突如変更。思わず春
之介の困り顔ポーズ…
でもかわいく仕上がり、
結果オーライ？

かわらや（南あわじ市）／味心晶（淡路市）／VIORIN（淡路市）／さなあわじ（洲本市）／仕出し多聞（南あわじ市）／玉ねぎ倉庫跡地 志知カフェ（南あわじ市）
洋風創作UDON KEKKOI（南あわじ市）／Wakabacafe（南あわじ市）／居酒屋 うの（南あわじ市）／たまご屋さんちのたこ焼（洲本市）
ひらまつ食堂（南あわじ市）／（一社）淡路島観光協会／Chunk Tokyo Jap（東京都国立市）淡路島の“イノブタ“ポークソテー

【撮影協力】
南あわじ市
慶野松原を美しくする会
淡路島・慶野松原根上り隊
南あわじ市商工会
慶野松原荘
うめ丸
サンセットビューホテル けひの海
ホテルニューアワジ　
あわじ浜離宮

○島内ロケ日数………6日間
○エキストラ………総勢50名

【ケータリング】

撮影の合間に！
新鮮！

毎朝の朝食も
メニュー豊富！

淡路島特選
ゴールデンポーク
かわら焼き！

淡路島猪豚
ポークソテー

淡路鶏
グリル

お弁当も
日替りで

出演：星野　源　高橋一生
　　 高畑充希　小澤征悦
　　 濱田　岳   及川光博

監督：犬童一心
原作・脚本：土橋章宏
 （引っ越し大名三千里/ハルキ文庫刊）
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映画「引っ越し大名！」〝淡路島〟ロケパネル展　
　～島にもあった、〝松〟のお引越しプロジェクト～
8/30の映画公開に先駆け、8/1よ
り慶野松原荘にてロケパネル展を
開催。撮影裏話やコラボポスター
の制作秘話など見どころ盛りだく
さんで、好評につき当初の予定より
2週間延長することに。多くの方に
足を運んでいただきました。

information

オープニングセ
レモニーは、に
こいちが熱唱ラ
イブで大いに盛
り上げてくれま
した。また大浜
ゴミ拾いイベン
トも同時開催さ
れました。

理事会・通常総会

活動
報告
「全国ふるさと甲子園」第5回
今年も参加しました！

「映画やドラマのロケ地」と「ご当
地グルメ」をテーマに、どれだけ多
くの方がその地域を訪れたいか
を競う「全国ふるさと甲子園」。淡
路島ブースは今年も盛りだくさん。
映画『引っ越し大名！』コラボポス
ターや玉ねぎUFOキャッチャー
で今回も会場を盛り上げました！ 

活動
報告 映画「時代おくれ」 活動

報告 映画「なんのちゃんの第二次世界大戦」
淡路島オールロケ
information

information

「うみぞら映画祭」の仕掛け人で
もある淡路島出身の映画監督、
大継康高さんが、「あったまら銭
湯」につづき再びメガホンを取り
ました。淡路島出身の作詞家阿
久悠が生み出したヒット曲「時代
おくれ」の世界観をイメージした
オリジナル作品のロケが島内数
カ所で行われ、第11回「沖縄国
際映画祭」で上映されました。

ロケ

出演：間寛平  間慎太郎 中尾萌那 他
脚本・監督：大継康高
主題歌：「時代おくれ」河島英五
　 　　　（作詞：阿久悠 作曲：森田公一）

お

てぎね

8/1
～9/30
慶野松原荘
南あわじ市

2019
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