こ れ ま で の 支 援 作 品一覧 【2 0 19 年度下半期】
作品名

公開日 放送局/種類

12/7

撮影場所

ビデオ等

カンテレ 8K/HDRショートフィルム
「Three Trees」

白石聖

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

TV CM

NTT西日本 あしたへーwith you, with ICT.

広石保育園児

グリナリウム淡路島、広石保育園、
慶野松原海岸、淡路市尾崎地区

プロモーション

--

出演

淡路サービスエリア、
淡路ハイウェイオアシス、
北淡震災記念公園、
伊弉諾神宮、
淡路瓦、
淡路人形座、
淡路島3年とらふぐ ほか

12/21・28
1/4・11・18
25

TV 番組

11/17

TV ドラマ

声優がドラマにでたらこうなりました。

野島裕史
野島健児

淡路市郡家周辺

12/22

TV 番組

ザ！ 鉄腕！ ＤＡＳＨ！！

ＴＯＫＩＯ
みやぞん

多賀の浜周辺

1/29

その他

日本経済新聞

未定

プロモーション

未定

TV CM

未定

ビデオ等

橋本マナミ

マナミのマナビ旅

ダイハツタントオプションプロモーションムービー

多賀の浜海水浴場

象印企業ＣＭ

諭鶴羽神社、諭鶴羽山

淡 路 島 の
ロケーション

発行：淡路島フィルムオフィス

㈱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

映像化したPR動画をDVDにて配布中です。

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）

A wa ji Is la nd Film Office

映像製作者のみなさまへ

淡路島フィルムオフィス

PR映像にも使用している島内ロケー

までお問い合わせ下さい。

ション映像データを、作中の映像素材

また淡路島フィルムオフィス

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

の公式ウェブサイト

オフィスまでお問い合わせ下さい。

（https://awaji-fo.jp/）
でも
動画を公開しています。

設 立 15 周 年 を 迎 え る に あ た り
平素は、淡路島フィルムオフィスの運

団体会員
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

淡路島をもっともっ
で、
と盛
ケ
ロ
り
の
上
マ
げ
ラ
よう
ド
・
画
！
映

淡路島マンモス・淡路地区商工会青年部連絡協議会

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

■おすすめロケーション

制作スタッフのアシスタントとして参加したい方、ボ

ける事業者。撮影隊への宿泊、食事、
レンタ

えてください！（送って頂いた写真は淡路

敷地内等をロケ撮影のためにご提供いただ

ル等の関連サービス
（有料可）
も募集中！！

あなたが選ぶ、淡路島の素敵な風景を教
島の広報等に使用することもあります）

会長

角本 雅宣

注目され、
メディアにも紹介されました。
今後も映像作品を通して淡路島の魅

関、島民の皆様のご支援をいただきな

力を全国、全世界に発信し、観光振興

がら、延べ260件のロケ誘致を実現して

のみならず島民のふるさとへの愛着心

し、本年で設立15周年を迎えます。
これ

います。近年では連続テレビ小説「まん

の向 上につなげていけるよう活 動を

まで映画やＴＶドラマ、
ＣＭといった映

ぷく」
（NHK）
、
映画
「引っ越し大名！（
」松

展 開してまいりたいと考えていますの

像 作 品の撮 影に関するワンストップ

竹）など、代表的な映像作品の誘致に

で、引き続きご支援、
ご協力を賜ります

サービスを提供することにより、
ロケ誘

成功したほか
〝映えスポ〟
なロケ地として

ようよろしくお願い申し上げます。

詳しくは公式HP→http://awaji-fo.jp
〔エキストラ登録者：493名〕（2020年3月現在）

淡路島フィルムオフィス

当オフィスは、平成17年10月に発足

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。

■撮影協力企業

ランティアスタッフ随時募集中！！

設立以来、
当オフィス会員及び行政機

サポーター募集

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

映画やTVドラマのエキストラに出演してみたい方、

致を行ってまいりました。

営に格別のご理解とご支援を賜り厚く

■エキストラ・ボランティアスタッフ

AIFO News Letter vol.9

実際の撮影をスムーズに

映像で紹介するとともに、島内のロケーションを

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

4

発行

などの映像作品を誘致し、

淡路島フィルムオフィスの活動内容をわかりやすく

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

20 20 年 3 月 30 日

振興、地域活性化を目的
に、映画・ＴＶドラマ・CM

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/

お礼申し上げます。

特別支援会員

第9号

淡路島フィルムオフィス
は、ロケ誘致による観光

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

吹越 満

ご希望の方は

動画素材
D V D
配布の
おしらせ

淡路島フィル

vol.

沼島、吹上浜、慶野松原

関西タイムライン 映えスポ

映画
（自主） 自主映画
「なんのちゃんの第二次世界大戦」

AIFO

News 9
r
e
t
t
e
L
ムオフィス通信

オール淡路島ロケ 4K/H DR ショートフィルム
淡路島フィルムオフィス15周年作品 制作決定！
2020年10月公開予定
淡路島フィルムオフィスはこの度、設立15周年を記念して島の
魅力を存分にアピールする全編完全オリジナルストーリーの映
像作品を、
カンテレと共同で製作いたします。ご期待ください。

15周年
記念イベント
企画進行中。
最新情報はウェブサイトにて！

http://awaji-fo.jp/
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ロケ地ガイド小冊子

活動
報告

予告

主 催：海 の 映 画 館 を つくろうプ ロジェクト実 行 委 員 会

担当推し
ポイント

を発行しました！

1

ンのロケ地になった淡路島の名所を掲
載した
「あわじシネマぶらり」
（A４サイズ・
４ページ 5,000部）
をこのたび発行しま
した。
これまで映像製作者向けに製作
した淡路島の紹介冊子はありました

紹介するのは
ロケ地だけじゃない！

が、一般の方や旅行者などに向け

島内の映画にまつわる
イベントも掲載しました。
「うみぞら映画祭」は
毎年人気です。

て島内のロケ地をまとめて紹介した
のはこれが初めてです。

これまで260件支援させていただいた
作品のロケ地の中から、今回は10カ所を

担当推し
ポイント

ピックアップして紙面に掲載。人気俳優
でもあり歌手としても有名な星野源さん

2

が 主 演を務めたことで 話 題を集めた
『引っ越し大名！』
のロケ地 慶野松原や、
ＮＨＫ連続テレビ小説「あさが来た」
の撮
影地となった県立公園あわじ花さじき、

「シネぶらトピック」

同じく連続テレビ小説「まんぷく」
で一躍

ロケ地ハンティングの

その名が知られることになった吹上浜、

かたわらで見つけた、島の

ほかにも瀬戸内寂聴の小説を原作とした

ちょっと面白いスポット

■公式ウェブサイト http://umizora-cinema.com/

2020

■ツイッター公式アカウント @UMIZORA̲CINEMA

詳細はコチラをチェック！

期間

5/30sat.
〜31sun.

海の上に巨大なスクリーンを浮かべ、砂浜
から映画を観る極上の体験が今年もやって
洲本市大浜海岸をメイン会場としておこな
われる
は今年5周年を
「うみぞら映画祭」
迎えます。今回のテーマは“海と空の間で
「冒
険の世界」
を体感しよう”！！ 町の映画館や
施設と連動した楽しいイベントが今年も目白
押し。映画と共に淡路島グルメを堪能する

『ナイトマーケット』や、家族みんなで楽し
める
も同時
『ワークショップ』

昨年の様子

昨年の様子

開催。
もちろん上映作品も充実

チケット販売は
4月中旬（予定）

のラインナップ予定。さらに、
ス
ペシャルゲストも登場予定とか。
ぜひご期待ください。

お問い合わせ

最新情報は、

海の映画館をつくろうプロジェクト
実行委員会
E-mail : info@umizora.jp

公式ウェブサイトや
SNSで随時更新中です
ぜひチェックしてください

只今協賛企業を募集中です！
詳しくは実行委員会までお問合せ下さい。

トロこみちなどを取り上げました。

♬

今年１０月に設立15周年を迎えるにあた

活動
報告

り、映像関係者の方々だけではなく、一般
の方にも私たちの活動を知っていただけ
たら……、
そして淡路島のすばらしいロケー

撮影レポートを随所に
散りばめています(^^)

3

島内からもエキストラが
大勢参加したこの作品、
ぜひご自宅でじっくり
ご覧ください (^^)

AIFOスタッフだから
こそ書ける臨場感ある

担当推し
ポイント

『引っ越し大名！
！』
4月8日（水）Blu-ray＆DVD 発売決定!!

南あわじ市 慶野松原で撮影しました！

品では、豊かな光の諧調を実現す

島内各所（下記参照）
で無料配布してい

る最新映像技術HDRも採用してい

ますので、気軽に手にとっていただき、紹

ます。兵庫県各地の美しい自然を背

介したロケーションにもちょっと足をのば

景に、詩的で叙情性あふれる物語

していただけたらうれしいです。

が現在最高水準の技術により高精
細につむがれます。
この試みに、当

また当オフィスの 公 式

ぜひ手にとって

ウェブサイトでも閲覧す

みてください

ることができるので
（PDF

「Three Trees」
ロケ in 淡路島

度を持つ超高精細映像です。本作

でこのマップをつくりました。

ロケ随行した

活動
カンテレ
8K/HDRショートフィルム
報告

8Kは、ハイビジョンの16倍の解像

ションを楽しんでいただければという思い

当オフィス支援作品関連インフォメーション

©海の映画館をつくろうプロジェクト実行委員会

きます。

映画「夏の終り」
のロケ地となった洲本レ

ご紹介しています。

♪

開催
「うみぞら映画祭」

第5回

『あわじシネマぶらり』
映画、TVドラマ、CMなど、数々の名シー

淡 路 島 フィル ム オフィスも 協 力してい ます！

「Three Trees」
（9分23秒）

オフィスも協力させていただき、超

出演 白石聖

美麗な映像として仕上がりました。

形式にて公開中）、
そちら

監督
音楽

第5回 うみぞら映画祭にて
特別上映決定！
！

もぜひご利用ください。
『あわじシネマぶらり』配布先

矢野数馬（カンテレ）
小瀬村晶

協賛 フォトロン

特別協力 アビッドテクノロジー
制作著作 カンテレ

淡路島フィルオフィス ［洲本市海岸通１丁目11-1 洲本ポートターミナルビル３F TEL.0799-24-2001］
（一社）淡路島観光協会 ［洲本市港2-26 洲本市健康福祉館1F TEL.0799-22-0742］

★主演：星野源 共演：高橋一生、高畑充希、及川光博
超豪華俳優陣の競演による
傑作エンターテインメント時代劇!!
★監督：犬童一心（『のぼうの城』）
原作･脚本：土橋章宏（『超高速!参勤交代』シリーズ）
劇中歌振付･監修：野村萬斎
主題歌：ユニコーン
ナレーション：立川志らく
★豪華版は未公開シーン集、
メイキングなど
特典映像70分以上収録予定!

淡路島ロケ
慶野松原
※写真の商品はDVD豪華版です
※商品仕様、
デザイン等は変更となる可能性がございます
発売・販売元：松竹

岩屋観光案内所 ［淡路市岩屋925-27 岩屋ポートビル1階 TEL.0799-72-3420］

■Blu-ray豪華版※：6,700円＋税
（2枚組：本編BD＋特典DVD)

■DVD豪華版※ ：5,800円＋税
（2枚組：本編DVD＋特典DVD)

■Blu-ray通常版 ：4,700円＋税
■DVD通常版

：3,800円＋税

※豪華版……初回限定生産

AIFO News Letter vol.9

その他の活動報告

洲本観光案内所 ［洲本市港2-43 洲本バスセンター内 TEL.0799-25-5820］

©2019
「引っ越し大名!」
製作委員会

●映画公式HP:https://hikkoshi-movie.jp/
詳しくは…
●特設ページ：https://www.shochiku.co.jp/dvd/hikkoshi-movie/
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淡路ＳＡ観光案内所 ［淡路市岩屋2568 淡路サービスエリア下り線内 TEL.0799-72-0168］

南あわじ観光案内所 ［南あわじ市福良甲1528-4 TEL.0799-52-2336］
洲本市役所 ［洲本市本町3丁目4番10号 TEL.0799-22-3321(代表)］
南あわじ市役所 ［南あわじ市市善光寺22番地1 TEL.0799-43-5001(代表・総務課)］
淡路市役所 ［淡路市生穂新島8番地 TEL.0799-64-0001（代表）］
ほか

10/9

JFC令和元年度・設立10周年記念総会

12/16
3/24

うみぞら映画祭実行委員会

1/23

JFC全国ロケ地フェア 2020

9/30
3/31

場所：東京国際フォーラム【東京都中央区】
場所：淡路島フィルムオフィス
【洲本市】
場所：東劇ビル【東京都中央区】

JFC令和元年度・設立10周年 記念総会

「淡路島フィルムオフィス通信 AIFO NEWS LETTER」
の発行

JFCアウォード表彰式

JFC全国ロケ地フェア 2020

第8号、第9号…各5,000部発行
AIFO News Letter vol.9
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