
作品名 ジャンル 撮影場所

1 フジテレビ「仮面同窓会」 ドラマ 旧足利西高校、足利南高校、足利市役所教育庁舎

2
ＦＢＳ福岡放送開局５０周年
博多弁の女の子はかわいいと思いませんか？

ドラマ 旧西高、熊野神社

3 踊ってミタ 映画 旧西高、ライブハウス大使館、商工会議所、盛京亭ほか

4 わたしには、なにもない PV 旧西高

5 オリンピックミュージアム展示映像 その他 五十部運動公園

6 弥生、三月 映画 旧西高

7 のぼる小寺さん 映画
旧西高、盛京亭、足利叢林、石井プリント工業、LIFE2nd、市民会
館、市民体育館、大日大門通り、渡良瀬川土手

8 さそりとかへる 映画
花乃湯、徳川３、借宿緑地、山下食堂、オレンジショップ
トチセン、母衣輪神社、ニッパンレンタルほか

9 日本テレビ「ボイス 110緊急指令室」第４話 ドラマ 旧西高

10 劇場 映画 本城住宅街

11 ここからはじまる物語 ＭＶ 旧西高

12 ６９ ＭＶ 旧西高

13 ＮＨＫスペシャル二．二六事件 ドラマ 松村記念館

14 The First Summer ＭＶ 旧西高

15 日本テレビ「探偵が早すぎるスペシャル」 ドラマ 商工会議所

16 スマホゲーム「八月のシンデレラナイン」 CM 旧西高、渡良瀬川土手

17 トウシンダイ ＭＶ 旧西高

18
テレビ東京開局５５周年スペシャルドラマ
「吉田茂」ニッポンの独立を果たした男たち

ドラマ 旧東映プラザ、蓮岱館、別館研修室

19 21thシングル「母校へ帰れ！」 ＭＶ 旧西高

20 小説の神様 映画 旧西高、南高、足利市駅、プラザコスモス

21 パチンコ遊戯機内実写撮影「貞子」 その他 旧西高

22 24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」 MV 足利女子高、足利カトリック教会、渡良瀬河川敷

23 青春のスピード MV 旧西高

24 SMBC×ラグビー日本代表 CM 陸上競技場

25 ブラック校則 映画

26 日本テレビ「ブラック校則」 ドラマ

27 フジテレビ「ルパンの娘」第７話 ドラマ トチセン、大門通り、鑁阿寺

28 太陽の子 映画 トチセン

29 あおざくら 防衛大学校物語 ドラマ 研修センター、総合運動場プール

30 NTT東日本西日本 TVCM 「ICTる？」 CM アスパラ農家、鹿島こどもクリニック、小島鉄工、ナス農家、長谷川農場、
米農家、キャベツ農家、足利公園、商工会議所

31 2ndソング「君の音だったんだ」 MV 足利大学付属高校、陸上競技場

32 ＷＯＷＯＷ「蝶の力学」 ドラマ 旧東映プラザ

33 生きちゃった 映画 イケモリストアー、斎場、シュワッチ酒場、一軒家 他

34 唐人街探案３ 映画 競馬場跡地オープンセット

35 ベツダイホーム WEBCM 旧西高

36 スパイの妻 映画 旧東映プラザ

37 世にも奇妙な物語’19秋の特別編「恵美論」 ドラマ 旧西高

38 カロリーメイト CM 旧西高、足利大学

39 まちドラマ「ラブ・フラワー」（笠原産業） ドラマ 笠原産業、十勝屋、旧西高

40 ＴＢＳ「映像研には手を出すな！」 ドラマ
トチセン、足利大学本城キャンパス、足利短期大学、足利短期大学
付属高校

41 Ｎｅｔｆｌｉｘ「今際の国のアリス」 ドラマ 競馬場跡地オープンセット、渡良瀬川土手道

42 サイレント・トーキョー 映画 競馬場跡地オープンセット

43 ＴＢＳ日曜劇場「テセウスの船」 ドラマ 旧松田小、かんぽ跡地、湯澤商店、足利市駅ほか

44 とちぎテレビ「日立をつくった男」 ドラマ トチセン

45 今日から俺は!!劇場版 映画

46 日本テレビ「今日から俺は!!SPドラマ」 ドラマ

47 Ｕ-ＮＥＸＴ/カンテレ「連続殺人鬼カエル男」 ドラマ 市役所地下駐車場、足利赤十字病院

48 星の子 映画 足利第三中学校

49 ＷＯＷＯＷ「父と息子の地下アイドル」 ドラマ 旧西高

50 恋するけだもの 映画 トウワ建設、鹿島園

51 柔軟剤ハミング CM 五十部町オープンセット

52 さんかく窓の外側は夜 映画 旧西高

53 年下彼氏 ドラマ 旧東映プラザ

54 リング・ワンダリング 映画 ニッパンレンタル、日光神社、旧西高、松村写真館

55 gif's 国家安全保障局特別案件課 ドラマ 旧西高

56 56年目の失恋 ドラマ 春日アパート、トチセン

57 TBS「じょんのび日本遺産」 情報番組 あしかがフラワーパーク、鑁阿寺、なか川、足利学校、鳥常本店

58 BS-TBS「ご近所さんは世界から！」 バラエティ 市内個人宅３件

59 NHK「新日本機構」 バラエティ ホワイトパレス

60 TBS「町の真実どっちでショー！？」 バラエティ 最勝寺、渡良瀬川河川敷

61 日テレ「今夜くらべてみました」 バラエティ 駅周辺街頭インタビュー

62 NHKBSプレミアム「ザ・穴場ツアー」 バラエティ
織姫神社、織姫公園、行道山、フラワーパーク、
厳華園、名草釣堀

63 とちぎテレビ「教えてジモティ」 ニュース 陸上競技場、巨石群、アラジン、昭和カフェほか

64 とちぎテレビ「イブ６+」 情報番組 らーめんしろひげ

65 NHKBS1「聖火ロード 5min.」 情報番組 陸上競技場

66 BSテレ東「辰巳琢郎の葡萄酒浪漫」 バラエティ ココファーム

67 TBS「さんま・玉緒のお年玉
あんたの夢を叶えたろかＳＰ」

バラエティ 松田小、湯沢商店、本城アパート

68 テレビ東京「昼めし旅
～あなたのご飯見せてください!～」

バラエティ 地場産センター、市内個人宅１件

69 フジテレビ「解明！ナゾ科学バラエティー
でんじろうのTHE 実験」

バラエティ 旧西高

70 テレビ東京「ありえへん∞世界」 バラエティ 地場産センター

71 AbemaTV「ＯＮＥ　ＬＩＶＥ」 バラエティ 丸信工業、もっくもっく、グリムカフェ

72 ＢＳ日テレ「てぇてぇＴＶ」 バラエティ 足利南高、たかうじ君焼き、渡良瀬橋、鎧年越

R１年度撮影実績

旧西高、葉鹿橋、協和中、市役所、プリント研究所

旧西高、北仲通り、足利市役所教育庁舎前・裏、
トチセン、朝日染色、秀文堂書店、八幡公園、
山川町倉庫、渡良瀬川土手ほか


