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淡路市役所近郊の空き地

淡路夢舞台国際会議場、多賀の浜海水浴場、淡路交通㈱

アルチザンスクエア、ＳＢＲＩＣＫ、
淡路島の天然藍染工房 AiAii、パソナグループ夢舞台オフィス、
PASONAワーケーションハブ東浦　ほか

4/22 アサヒスーパードライ CM 
「空飛ぶスーパードライ 日本縦断中」

パイロットグループ パーパス動画
『PILOT'ｓ Purpose「人と創造力をつなぐ。」』

信和グループTVCM
「想像の先へ オムニバス編」

TV CM
(Web含む）

ＭＶ・ＰＶ
PR映像

TV番組

TV番組

TVＣＭ

〔映像提供〕淡路島俯瞰TBS 王様のブランチ
ブランチ週末トラベル

AbemaTV「今日好きになりました♡」
配信用

（映画、ドラマ、
バラエティ番組）

都美人酒造、若人の広場、伊弉諾神宮、たまねぎ畑他

淡路シェフガーデン、ザ グラン リゾート エレガンテ淡路島、
Lazy Inn、ニジゲンノモリ、幸せのパンケーキ、イングランドの丘、
淡路ワールドパーONOKORO、イゾラヴィラ淡路　ほか

6/19 BS松竹東急 「発酵の里ニッポン」

洲本城、洲本市三野畑地区、淡路市志筑　ほか7/28

7/22

NHK神戸　防災関連企画番組
「教えて！南さん」、「水害から命と暮らしを守る」
共同企画

TV番組

淡路島夢舞台、TOTOシーウィンド淡路
淡路島Container Base A-janイロハサクライロハサクラ 全力☆レボリューション」MV

S BRICK、SHARE HORSE ISLAND、UMU淡路島、
松帆の郷、淡路島オニオンクラブ

三代目 J Soul Brothers
山下健二郎7/2 朝だ！生です　旅サラダTV番組

〔映像提供〕南あわじ市俯瞰　ほか7/30 テレビ朝日「食彩の大国」TV番組

ビットコインヴィラ淡路島 10/18 「コンビニ★ヒーローズ」TVドラマ

樂久登窯、アムリタン、島ノ環ファーム12K/HDRショートフィルム「moments」

洲本本町商店街8丁目、新開地、千草地区、洲本市五色地区、
津井漁港、岩屋海水浴場、ジェノバライン　ほか短編映画「青色のピンク」映画

（自主）

ナレーション
鳴海唯

新型コロナウイルス感染拡大の予防マナー

マスクを着用
咳エチケットの徹底

「ソーシャルディスタンス」
できるだけ2m 最低1m

手洗いは30秒
石けん 消毒液などの利用

毎朝の体温測定・ヘルスチェック！ いつ誰とどこで会ったか記録するなど、日々の生活でしっかり予防しましょう♪

密閉 密集 密接

「3密」を回避

江戸時代から城下町として栄えた洲本の街は、当時の町家
の区画割りや古くからの地名が残るなど、長い歴史の風情
が今も暮らしの中に息づいています。 
城下町一帯は『松の内』と呼ばれ、松の内はお堀を挟んで内
町と外町に分けられていました。 新開地は内町にあたり、本
町商店街のある6丁目から8丁目にかけては外町にあたりま
す。 内町と外町の間にあったお堀は今はありませんが、『堀
端筋』という地名が現在も残ります。 ちなみに本町商店街は
レトロな雰囲気たっぷりのアーケード商店街。 ぶらり歩けば
あの頃の賑わいに今も出会えそうです。

〔AIFO ロケーション FILE-03〕

洲本本町商店街と新開地
兵庫県洲本市本町4丁目～8丁目

p.2

p.3

映画「嘘八百　なにわ夢の陣」
特集ドラマ『旅屋おかえり』「長野編」「兵庫編」
短編映画「青色のピンク」

カンテレ12K「moments」
「うみぞら映画祭」
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11/26
  ～27

レイジー　イン

肥田日向
松田二羽士
寺島弘樹
山下諒

これまでの支援作品一覧　【2022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、エキストラ
の方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
合同会社メディアコンシェルジュ、ユーアールエー㈱、淡路島弁財天 厳島神社
淡路シネフォト、（公財）淡路人形協会、㈱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
TOTOシーウィンド淡路、（有）ナガオビルメン 花ひろば、シネマキャロット

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）

随時募集中
エキストラ登録者：
555名（2022年9月現在）

淡路島フィルムオフィス通信 第13号
2022年10 月31日発行

News Letter

「空飛ぶスーパードライ 日本縦断中」撮影風景

「PILOT'ｓ Purpose」撮影風景

「青色のピンク」撮影風景

安心で
たのしい
新しい旅の
エチケット
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映画「嘘八百 なにわ夢の陣」島内ロケ！ 最先端技術による上質な映像作品が完成！「moments」

6/22
～23

7/8
うみぞら映画祭実行委員会
場所：淡路島フィルムオフィス【洲本市】

JFC令和4年通常総会開催&シンポジウム
場所：グランドプリンスホテル広島【広島県広島市】

理事会

ツーリズムEXPO会場

6/9 令和4年度第1回理事会及び通常総会開催
場所：洲本市文化体育館【洲本市】

9/22
～25

10/31
「淡路島フィルムオフィス通信 AIFO NEWS LETTER」第13号 発行
5,000部発行

「ツーリズムEXPOジャパン2022」
JFC 全国ロケ地マップフェア2022

8/25 ひょうごロケ支援Net推進会議
場所：兵庫県中央労働センター【神戸市】

その他の活動報告

【ロケ地】大浜海水浴場
中井貴一×佐々木蔵之介の最強タッ
グで贈る『嘘八百』シリーズ第３弾、
『嘘八百 なにわ夢の陣』のロケ撮影
が行われました。島内数ヶ所のロケ
地候補から選定されたのが大浜海
水浴場でした。「いつ来てもゴミがな
いですね」とスタッフ陣の中でも好印
象だったようです。早朝にも関わら
ず、散歩中の方も足を止め見学され
ていました。海水浴シーズン準備で
慌ただしい中、スケジュール調整、浜
の清掃など洲本市さんのご協力のお
陰で、スムーズにロケを実施すること
ができました。ぜひ、劇場でご覧くだ
さい！

うみぞら映画祭は、淡路島の海の上に巨
大なスクリーンを浮かべ砂浜から映画
を楽しむ全国的にも世界的にも珍しい
映画祭。海のスクリーンのほか街なかの
3会場で映画の上映が行われる贅沢な
イベントです。「多くの人に、海を見なが
ら波音を聞きながらのんびりとした時間
を過ごしてほしい」という主催者の想い
からスタートしました。今年は台風の影
響を受けましたが、初日は穏やかな海の
前で華 し々くオープニングセレモニーや
ナイトマーケット等が行われ楽しい1日と
なりました。

旅の代行を生業としたレポーター「おかえり」こと、
丘えりか（安藤サクラ）による、全国行脚の珍道中！
「あるひとの思い」を背負って各地の旅先に出向く
「おかえり」をどんな美しい風景・新しい出会い、地
元の名産が待っているのか、ゆったりと視聴者の皆
さんと追体験する、ドキュメンタリータッチの新しい
「旅ドラマ」です。

『嘘八百 なにわ夢の陣』
2023年1月6日（金） 
全国劇場公開 

©2023「嘘八百 なにわ夢の陣」製作委員会 
配給：ギャガ

これまで千利休、古田織部の茶器をめぐって
大騒動。目利き古美術商と腕の立つ陶芸家の
はずが、相も変わらずくすぶり続ける〈骨董コン
ビ〉の目の前に一攫千金のお宝が現れた。日本
一の出世頭・太閤秀吉の縁起モノ「秀吉七品」
の中でも、唯一所在不明の光輝く茶碗〈鳳凰〉
だ。幻のお宝を狙って、開催間近の大阪秀吉
博をはじめ“TAIKOH”と名のるカリスマ波動
アーティストやその財団を仕切る謎の美女が
絡み、歴史・骨董・アートのロマンと強欲が激
突。大阪城を背景に繰り広げられる天下の（騙
し合い）に〈骨董コンビ〉分裂の危機まで勃
発！？お宝バトルを制するのは誰なのか？

【出演】
鳴海唯（声）
      ・
樂久登窯
アムリタン
島ノ環ファーム

【制作著作】
カンテレ

【放送】 BSプレミアム 2023年放送予定（30分×4本）
　　　 ※第5回・第6回「長野編」、
　　　　  第7回・第8回「兵庫編」
【出演】安藤サクラ、玉置玲央、六平直政
　　　中山義紘、智順(ちすん)、上川周作
　　　岡本玲　ほか

【制作統括】落合将
【演出】渡邊良雄
【プロデューサー】佐々木善春

STORY

かつてよろずやプロに所属していたおかえりの
先輩俳優・慶田盛元。慶田盛は今常盤エー
ジェンシーに移籍し、売れっ子俳優となってい
た。そんな慶田盛がある日よろずやプロを訪れ
る。自分がかつて若いころ世話になった兵庫県
の民宿で知り合った兄弟に二通の手紙を渡し
てきてほしい、と新たな旅の依頼をおかえりに
する。どうやらその兄弟、今では修復不可能な
ほど仲たがいしているらしく・・・元は心を痛め
ていた。かつての先輩の思いを受けて、おかえ
りの珍妙な兵庫ロードムービーが始まる・・・

STORY〔兵庫編〕

【出演】中井貴一、佐々木蔵之介
　　　安田章大　ほか
【監督】武正晴
【脚本】今井雅子、足立紳
【音楽】富貴晴美
【製作幹事】東映ビデオ
【制作プロダクション】
アークエンタテインメント

活動報告活動報告

人気旅ドラマ「旅屋おかえり」
　　  ついに兵庫県が舞台！

活動報告
活動報告 恒例の海イベントうみぞら映画祭2022が開催されました！

AIFO NEWS LET TER Vol.13

カンテレ超高精細映像制作チーム「UHD-works」
による同局初の「12K」作品のロケ地に選ばれま
した。撮影は12K（12288x6480）のRAW収録。
聞き慣れない未知の世界ではありますが、ハイビ
ジョンの38倍以上の解像度になるそうです。また
上質な映像には音も重要な役割を果たすため、
高機能マイクを使ったサラウンド録音でその土地
の環境音までも収録しました。

【ロケ地】ラ カーサ ヴェッキア、 道の駅あわじ  ほか

【ロケ地】樂久登窯、アムリタン、島ノ環ファーム

淡路島で暮らす高校生四人組は、ある
夏の放課後、港に浮かぶ鞄を見つけま
す。中から出てきたのはびしょ濡れの10 
万円。彼らはある決意を胸に、その10万
円を握りしめ神戸の繁華街へ……。淡
い青春コメディ作品。ロケ前には、島の
現役高校生との対談が実現！出演者か
らも次々と質問が飛び交っていまし
た。ロケ前から気合十分！ ロケ初日は、
早朝の本町商店街から撮影開始。 8丁
目商店街の皆さまのご協力もあり、良い
スタートが切れました。ロケハンも数回

●短編映画『青色のピンク』
【出演】肥田日向　松田二羽士
　　  寺島弘樹　山下諒
【監督】塩野峻平
　 @aoironopinku_

神戸インディペンデント映画祭2022
日程：2022年11月26日（金）～27日（日）
会場：Cinema　KOBE
https://kobe-filmfes.com/

島が舞台の短編映画「青色のピンク」完成！活動報告

重ね作り上げた本作品、11月に行われ
る神戸インディペンデント映画祭での上
映が楽しみです。

【ロケ地】洲本本町商店街8丁目、新開地、津井漁港、岩屋海水浴場、ジェノバラインほか

神戸インディペンデント映画祭2022  ＜プレミアム上映作品＞

●特集ドラマ『旅屋おかえり』「長野編」「兵庫編」

●映画「嘘八百 なにわ夢の陣」

【原作】原田マハ「旅屋おかえり」
【脚本】長田育恵
【音楽】遠藤浩二

【スタッフ】
監督・編集・カラリスト・ポスター・スチール・プロデューサー　矢野数馬
撮影監督　樋口耕平
照明　中村貴志
録音・MA　井田憲吾
映像技術　帆足聡一郎
撮影助手　豊田颯太郎
国際・英語字幕　端崎優子
技術協力　Blackmagic Design
　　　　   ジャパンブロードキャストソリューションズ
撮影協力　淡路島フィルムオフィス

●カンテレ12K/HDRショートフィルム「moments」

【場所】大浜海水浴場（海の映画館）、 洲本市民広場（空の映画館）、 洲本オリオン（レトロ映画館） ほか

「空の映画館とうみぞらナイトマーケット」
10月1日(土)、2日(日)
2日間実施しました！！
赤レンガ倉庫群の並ぶ洲本市民広
場がまるごと映画館に。また当日は
「うみぞらナイトマーケット」も実施！
淡路島グルメを楽しみながら気軽に
映画を楽しめる空間になりました。
近隣のレトロ映画館（洲本オリオン）
では、「誰でも1作品映画館長」と題
し、自身の思い入れのある作品や当
オフィス支援作品なども上映。

島内の高校生と対談する監督と出演者の皆さん 洲本本町8丁目商店街

洲本市五色町鮎原

＠カンテレ

海の映画館（大浜海水浴場）

洲本市民広場

ナイトマーケット（大浜海水浴場）

空の映画館（洲本市民広場）

レトロ映画館（洲本オリオン）

１月６日
全国劇場
公開

2023年
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