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　映画やテレビドラマには魔法の力があります。訪れたことのない街に瞬時にして連れ

て行ってくれたり、夢を見させてくれたり、励ましてくれたり…。スクリーンや画面を通

していろいろな生き方を体感し、自分の人生をあらためて見つめ直した方も多いのでは

ないでしょうか。

　神戸フィルムオフィスは阪神・淡路大震災から5年後の2000年に設立され、これまでに

2000本以上の映像作品を支援してきました。1枚の心打つ写真から2時間以上の大作映画

まで、その内容はさまざまです。共通しているのは、どの作品も「神戸」で撮影が行われたこ

と。地元の人しか知らない下町の路地から神戸らしい港やおしゃれな街並み、そして六甲

の山々や温泉まで、数多くの作品に神戸の建物や景色が映し出されています。

　15年間を振り返ってみると「あんなシーンもあった、こんなシチュエーションもあった」

と、次々と思い浮かび、懐かしい気持でいっぱいになります。どの作品も、多くの方々にご

協力や応援、ご参加をいただいたからこそ実現したものばかりです。その一部だけでも思

い出していただいたり、知っていただけたら…という思いから、この記念冊子を作ること

にしました。これを機に神戸市内のロケ地を訪れたり、作品をあらためて観ていただければ

幸いです。
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市街地
神戸ロケ

MAP

①■ビーナスブリッジ［17作品］
★TBS「ORANGE」●工藤阿須加、秋元才加
★フジテレビ「上流階級」●竹内結子、松雪泰子 

②■関帝廟［1作品］
★『僕の彼女はサイボーグ』●綾瀬はるか、小出恵介

③■相楽園会館［2作品］
★『アウトレイジ ビヨンド』●ビートたけし、西田敏行

④■相楽園［1作品］
★テレビ東京「赤い月」

⑤■兵庫県公館［10作品］
★『日本のいちばん長い日』　★『HERO』●木村拓哉、北川景子　
★テレビ朝日「砂の器」　★『僕の彼女はサイボーグ』
★NHK「芋たこなんきん」　★テレビ東京「赤い月」

⑥■神戸高速線　西元町駅［2作品］
★『ゲノムハザード』●西島秀俊
★『Sweet Rain 死神の精度』●金城武、小西真奈美

⑦■ファミリアホール［1作品］
★『黄金を抱いて翔べ』●妻夫木聡、浅野忠信

⑧■デュオこうべ［1作品］
★『ゲノムハザード』●西島秀俊

⑨■神戸ハーバーランドセンタービル［1作品］
★『DOG×POLICE』●市原隼人、戸田恵梨香

⑩■神戸新聞松方ホール［2作品］
★TBS「狩矢警部シリーズ13」　★NHK「再生の町」

⑪■はねっこ広場［1作品］
★『Sweet Rain  死神の精度』

⑫■神戸煉瓦倉庫［1作品］
★『ふたたび』●青柳翔

⑬■神戸コンチェルト［2作品］
★『ウルトラマンメビウス＆ウルトラ兄弟』
★韓国SBS「ガラスの華」●イ・ドンゴン、キム・ハヌル

⑭■モザイク［24作品］
★『阪急電車』●戸田恵梨香、小柳友
★[香港]『新宿インシデント』●ジャッキー・チェン、竹中直人
★フジテレビ「ホームレス中学生」　★[日韓合作]『初雪の恋』 
★『ウルトラマンメビウス＆ウルトラ兄弟』

⑮■弁天橋［1作品］ 
★『繕い裁つ人』●三浦貴大

⑯■篠崎倉庫［1作品］
★NHK「スロースタート」●近藤正臣、水野美紀

⑰■メリケン画廊［1作品］
★『劇場版 神戸在住』●菅原永二、田中美里

⑱■中突堤かもめりあ［2作品］
★『私たちのハァハァ』●池松壮亮、井上苑子
★『ふたたび』●鈴木亮平、財津一郎

⑲■中突堤［4作品］
★テレビ朝日「ヤメ検の女」

⑳■神戸メリケンパークオリエンタルホテル［9作品］
★WOWOW「煙霞」●森山未來、高畑充希
★『摂氏100℃の微熱』　★テレビ朝日「事件屋稼業」●寺尾聰
★NHK「いつか陽のあたる場所で」 ●上戸彩、飯島直子
★[仏・加合作]『メモリーズ・コーナー』　★『走れ！ イチロー』

㉑■ルミナス神戸 2［2作品］
★テレビ朝日「科捜研の女」　★TBS「早乙女千春の添乗報告書」

㉒■メリケンパーク［17作品］
★『繕い裁つ人』●中谷美紀、黒木華
★テレビ朝日「灰色の虹」●椎名桔平
★『阪急電車』●戸田恵梨香、相武紗季
★MBS「メモリー・オブ・ラブ」　★『走れ！ イチロー』

㉓■ホテルオークラ神戸［1作品］
★『紙の月』●宮沢りえ、池松壮亮

㉔■神戸港震災メモリアルパーク［3作品］
★NHK「わかば」　★TBS「離婚旅行」●松坂慶子

㉕■カフェフィッシュ［5作品］
★『阪急電車』　★関西テレビ「蹴鞠師」●横山裕、佐藤めぐみ

㉖■海岸ビルヂング［2作品］
★『HERO』●松たか子、イッセー尾形
★『シャニダールの花』●綾野剛 

㉗■海岸通郵便局［1作品］
★『劇場版 神戸在住』

㉘■カフェ・ド・ジェーム［1作品］
★『劇場版 神戸在住』●藤本泉、松尾貴史

㉙■栄町通［1作品］ 
★[日韓合作 ]『ゲノムハザード』●西島秀俊

㉚■南京町［22作品］ 
★NHK「いつか陽のあたる場所で」●上戸彩、飯島直子
★[香港 ]『新宿インシデント』●ジャッキー・チェン
★韓国SBS「スターの恋人」●チェ・ジウ、ユ・ジテ
★『僕の彼女はサイボーグ』●綾瀬はるか、小出恵介
★関西テレビ「蹴鞠師」●錦戸亮、佐藤めぐみ

㉛■元町商店街［6作品］ 
★NHK「二十歳と一匹」●菅田将暉、足立梨花
★フジテレビ「上流階級」●草刈正雄

32■モトコー（元町高架通商店街）［8作品］ 
★『私たちのハァハァ』　★MBS「遺品整理人4」
★『マイ・バック・ページ』●妻夫木聡、青木祟高
★『Sweet Rain  死神の精度』●金城武、小西真奈美
★『走れ！ イチロー』●中村雅俊、加藤武

33■阪神元町駅［1作品］ 
★[日韓合作 ]『ゲノムハザード』●西島秀俊

34■JR元町駅［2作品］ 
★[日韓合作 ]『ゲノムハザード』
★テレビ朝日「京都地検の女」●名取裕子

35■松屋東店［1作品］
★NHK「二十歳と一匹」●菅田将暉、桐山照史　

36■エビアンコーヒー［2作品］
★『マイ・バック・ページ』●妻夫木聡、古舘寛治

37■JamJam［1作品］
★テレビ朝日「砂の器」●玉木宏、中谷美紀

38■三宮町 3丁目路地［1作品］
★『紙の月』●池松壮亮

39■カミネトアロード店［1作品］
★『僕の彼女はサイボーグ』

40■大丸神戸店［6作品］ 
★フジテレビ「上流階級」●竹内結子、松雪泰子 
★『紙の月』●宮沢りえ　★『ミロクローゼ』 ●山田孝之
★『僕の彼女はサイボーグ』●綾瀬はるか、小出恵介

41■旧居留地38番館前［2作品］ 
★NHK「カーネーション」　★『僕の彼女はサイボーグ』

42■明石町筋［3作品］ 
★『劇場版 神戸在住』　★『繕い裁つ人』

43■神戸商船三井ビル ル・スティル［1作品］ 
★『繕い裁つ人』●三浦貴大

44■前町通［2作品］ 
★『ゲノムハザード』　★『アウトレイジ  ビヨンド』

45■神港ビルヂング［4作品］ 
★NHK「小林一三」●阿部サダヲ、瀧本美織
★『黄金を抱いて翔べ』●妻夫木聡、浅野忠信

46■浪花町筋マンホール［1作品］ 
★『黄金を抱いて翔べ』●妻夫木聡、チャン・ミン

47■旧神戸居留地十五番館［2作品］ 
★『少年Ｈ』●水谷豊、吉岡竜輝　★『僕の彼女はサイボーグ』

48■カミネ旧居留地店［1作品］ 
★『紙の月』●宮沢りえ、池松壮亮

49■神戸朝日ビル前［2作品］ 
★『潔く柔く』●長澤まさみ、岡田将生
★『僕の彼女はサイボーグ』

50■浪花町筋［1作品］ 
★『僕の彼女はサイボーグ』●綾瀬はるか、小出恵介

51■京町筋［1作品］ 
★『Sweet Rain  死神の精度』●金城武、小西真奈美

52■神戸ベルェベル美容専門学校［1作品］ 
★『Sweet Rain  死神の精度』

53■高砂ビル［6作品］ 
★[日韓合作 ]『ゲノムハザード』●西島秀俊、真木よう子
★『黄金を抱いて翔べ』●妻夫木聡、浅野忠信
★『新宿インシデント』
★『アウトレイジ』●ビートたけし、椎名桔平

54■グリル十字屋［1作品］ 
★『マイ・バック・ページ』●妻夫木聡、忽那汐里

55■市役所 2号館前［1作品］
★『アウトレイジ』

56■東遊園地［13作品］
★『劇場版 神戸在住』　★『シャニダールの花』　
★[仏・加合作 ]『メモリーズ・コーナー』
★『その街のこども 劇場版』　★『僕の彼女はサイボーグ』

57■ヴィラブランシュ［1作品］
★『Sweet Rain  死神の精度』●金城武、小西真奈美

58■神戸税関［4作品］
★『日本のいちばん長い日』●松坂桃李
★WOWOW「パンドラ」●堺雅人、伊武雅刀
★[日韓合作 ]『ゲノムハザード』●西島秀俊、伊武雅刀
★『ALWAYS三丁目の夕日 '64』

59■新港貿易会館［2作品］
★『ミロクローゼ』●山田孝之
★『ALWAYS三丁目の夕日 '64』●吉岡秀隆

60■KIITO（デザイン・クリエイティブセンター神戸） ［7作品］
★MBS「遺品整理人5」　★『繕い裁つ人』
★フジテレビ「上流階級」●竹内結子、草刈正雄
★WOWOW「パンドラ」 ●堺雅人
★『シャニダールの花』●綾野剛、黒木華　★『マイ・バック・ページ』

61■フラワーロード［2作品］
★『その街のこども  劇場版』●森山未來、佐藤江梨子
★『陽気なギャングが地球を回す』

62■神戸市役所［2作品］
★『紙の月』 ●田辺誠一　★『ふたたび』●鈴木亮平

63■三宮中央通り［1作品］
★『阪急電車』●中谷美紀

64■三宮中央通り地下道［1作品］
★テレビ朝日「SP警視庁警護課4」●渡瀬恒彦、賀来千香子

65■クレフィ三宮［1作品］
★『僕の彼女はサイボーグ』

66■三宮センター街［3作品］
★『私たちのハァハァ』●井上苑子、大関れいか
★[仏・加合作]『メモリーズ・コーナー』●デボラ・フランソワ、西島秀俊

67■三宮センイ商店街［1作品］
★『クローズ  EXPLODE』●永山絢斗

68■三宮交差点［4作品］
★NHK「パパ トールド★ミー」●豊田眞唯、風間トオル

69■ポートライナー三宮駅前［1作品］
★『僕の彼女はサイボーグ』●綾瀬はるか、小出恵介

70■ミント神戸 ココノハ［1作品］
★『劇場版 神戸在住』●藤本泉、浦浜アリサ

71■JR三ノ宮駅［5作品］
★NHK「LIVE! LOVE! SING!」●石井杏奈、渡辺大知

72■さんきたアモーレ広場［2作品］
★NHK「スロースタート」●水野美紀　★日本テレビ「共犯者」

73■東門街［4作品］
★『アウトレイジ』●塚本高史　★『Sweet Rain  死神の精度』
★日本テレビ「濱マイク」●永瀬正敏

74■クラブ月世界［3作品］
★『夏の終り』●満島ひかり、綾野剛
★『ふたたび』●鈴木亮平、財津一郎、佐川満男
★[香港 ]『新宿インシデント』●ジャッキー・チェン、加藤雅也

75■生田神社［3作品］
★TBS「狩矢警部シリーズ12」　★NHK「わかば」

76■VARIT［1作品］
★MBS「トイレの神様」●北乃きい、岩下志麻

77■北野工房のまち［1作品］
★TBS「早乙女千春の添乗報告書」

78■神戸北野ホテル  イグレックプリュス［1作品］
★NHK「いつか陽のあたる場所で」●上戸彩

79■サテンドール［1作品］
★『ふたたび』●青柳翔

80■SONE［1作品］
★『ふたたび』●鈴木亮平、財津一郎

81■サンパウロ［1作品］
★『繕い裁つ人』●中谷美紀

82■北野町広場［15作品］
★韓国SBS「スターの恋人」●チェ・ジウ、ユ・ジテ
★[日韓 ]『初雪の恋』●宮﨑あおい

83■北野通  シティー・ループバス停前［2作品］
★韓国SBS「ガラスの華」●イ・ドンゴン、キム・ハヌル

84■北野クラブsola 前の坂道［1作品］
★NHK「いつか陽のあたる場所で」●飯島直子

85■フロインドリーブ［2作品］
★NHK「いつか陽のあたる場所で」●上戸彩、飯島直子
★『阪急電車』●中谷美紀、鈴木亮平

86■神戸布引ロープウェイ［2作品］
★テレビ朝日「天才刑事・野呂盆六3」

87■神戸布引ハーブ園［3作品］
★[仏・加合作]『メモリーズ・コーナー』●デボラ・フランソワ、阿部寛
★『ウルトラマンメビウス＆ウルトラ兄弟』

88■ANAクラウンプラザホテル神戸［3作品］
★『劇場版 神戸在住』●藤本泉、浦浜アリサ

89■新神戸オリエンタルアベニュー［2作品］
★『DOG×POLICE』●市原隼人、戸田恵梨香
★テレビ朝日「砂の器」●玉木宏、中谷美紀

90■新幹線新神戸駅［14作品］
★TBS「半沢直樹」●堺雅人　★『その街のこども 劇場版』
★関西テレビ「失われた約束」●豊川悦司

ロケ地詳細は〈神戸ロケ地マップ〉
アプリをご利用ください

2000年9月～2015年8月に撮影された映画・ドラマ約230作品
のうちおもな作品、出演者を新しい順に掲載
■10作品以上 ■5～９作品 ■1～4作品 　 ★映画 ★ドラマ

MAP：DAISUKE AOYAMA





2001
GO
［映画］  監督：行定勲

©2009 Emperor Dragon Movies Limited All Rights Reserved.

©2007髙橋ヒロシ／「クローズZERO」製作委員会

©2005 Fuji Television / ROBOT / TOHO / SPWT

市営地下鉄上沢
駅で、日本初の
地下鉄線路内ロ
ケ。迫り来る車両
の前を、杉原（窪
塚洋介）が駆け
抜けました

2009
アウトレイジ
［映画］  監督：北野武

北野監督は旧居
留地の公道で銃
撃戦シーンを

2010
GANTZ
PERFECT ANSWER
［映画］  監督：佐藤信介

中央卸売市場の
閉鎖エリアが商
店街の巨大オー
プンセットに。玄
野（二宮和也）、
加藤（松山ケン
イチ）らが毎晩
爆破ロケ

2011
DOG×POLICE
［映画］  監督：七髙剛

市民広場では市
原隼人さん演じ
る警察官と警備
犬の活躍で、爆
弾テロが無事阻
止されました

2011
BRAVE HEARTS
海猿
［映画］  監督：羽住英一郎

神戸の新港第一
突堤から、毎日、
大阪湾の真ん中
まで出かけ、船
10数隻&ヘリ数
機が飛び交う一
大スペクタクル

2012
黄金を抱いて
翔べ
［映画］  監督：井筒和幸

旧居留地・神港
ビルヂングでは
妻夫木聡さんら
が扮する銀行強
盗が、金塊入り
バッグをつり下
げる荒業を

2012
アウトレイジ
ビヨンド
［映画］  監督：北野武

摩耶埠頭では車
が引き上げられ
ました

2012
ゲノムハザード
ある天才科学者の5日間
［日韓合作映画］
監督：キム・ソンス

石神（西島秀俊）
も、旧居留地で
ハードなカーア
クションを

2013
東京が戦場に
なった日
［NHKドラマ］
演出：伊勢田昌也

垂水区多聞台の
閉鎖した団地で
は、垂水消防署
が火事で逃げ遅
れた母子を無事
救出

2013
クローズ
EXPLODE
［映画］  監督：豊田利晃

長田区の苅藻島
では藤原（永山
絢斗）を頭にバ
イク軍団が疾走

2014
ORANGE
［TBSドラマ］
演出：渡瀬暁彦

ポートアイランド
で工場火災発生、
小日向（上川隆
也）率いる神戸
市消防局が懸命
の消火救出活動

2015
秘密
［映画］  監督：大友啓史

六甲アイランド
の神戸ファッショ
ンマートでは宙
づりアクションも
行われました

2007
新宿
インシデント
［香港映画］
監督：イー・トンシン

ジャッキー・チェ
ンさんは南京町
で鮮やかな立ち
まわりを披露

2007
Sweet Rain
死神の精度
［映画］  監督：筧昌也

旧居留地・江戸
町筋では昼も夜
も金城武さん演
じる“死神”が登
場の度に大雨降
らし

2007
クローズ
ZERO
［映画］  監督：三池崇史

新長田駅南の商
店街では、源治
（小栗旬）率いる
軍団が、大雨の
中、雄叫びをあ
げ…

2007
僕の彼女は
サイボーグ
［映画］
 監督：クァク・ジェヨン

大丸旧居留地38
番館脇の公道
で、交差点封鎖
のカーアクショ
ンが実現

2001
Returner
［映画］  監督：山崎貴

ポートアイランド
2期の公道。ミヤ
モト（金城武）ら
の目の前で、燃え
盛る車が落下

2004
あずみ2
Death or Love
［映画］  監督：金子修介

有馬の奥、白水峡
では合戦が繰り
広げられました
（現在は立入禁止）

2004
交渉人
真下正義
［映画］  監督：本広克行

市営地下鉄海岸
線や御崎車両基
地では終電後、
夜な夜なテロと
戦いが

2005
ウルトラマン
メビウス＆
ウルトラ兄弟
［映画］  監督：小中和哉

ポートアイラン
ド市民広場では
宇宙人からの襲
撃で400名の市
民エキストラが
逃げ惑いました

07 08

©2014髙橋ヒロシ／「クローズEXPLODE」製作委員会

To be continued...

大ロケーショ
ン

神戸ロケとい
えば…

地下鉄！ 爆破
！

カーアクショ
ン！

※数字はロケ年

History
2001-2015



“ふたり”の物語
神戸の街で紡がれた

©2012「シャニダールの花」製作委員会

メモリー・オブ・ラブ
［MBSドラマ］

羽純（国分佐智子）
＆明（村上幸平）

灘丸山公園

メモリーズ・コーナー
［フランス・カナダ合作映画］

アダ（デボラ・フランソワ）
＆岡部（西島秀俊）

アダ＆石田（阿部寛）

大国公園

HAT神戸

パパドル！ ［TBSドラマ］

錦戸亮（本人役）＆遥（優香）
有馬温泉兵衛向陽閣

MIRACLE
デビクロくんの恋と魔法 ［映画］

北山（生田斗真）
＆ソヨン（ハン・ヒョジュ）

神戸フルーツ・フラワーパーク

LIVE! LOVE! SING! ［NHKドラマ］

清春（渡辺大知）＆朝海（石井杏奈）
ハーバーランド umie MOSAIC大観覧車

紙の月 ［映画］

梨花（宮沢りえ）
＆光太（池松壮亮）

市営地下鉄

新宿インシデント ［香港映画］

鉄頭（ジャッキー・チェン）
＆麗麗（ファン・ビンビン）

ハーバーランドumieMOSAIC

©2014「紙の月」製作委員会

神戸在住 ［映画］
桂（藤本泉）＆日和（菅原永二）

北野町

わかば ［NHKドラマ］

雅也（姜暢雄）
＆若葉（原田夏希）

繕い裁つ人 ［映画］
藤井（三浦貴大）＆市江（中谷美紀）

灘丸山公園

二十歳と一匹 ［NHKドラマ］

理人（菅田将暉）＆サラ（足立梨花）
灘丸山公園

阪急電車 
片道15分の奇跡 ［映画］

竜太（玉山鉄二）＆悦子（有村架純）

夏の終り ［映画］
涼太（綾野剛）＆知子（満島ひかり）

クラブ月世界

シャニダールの花 ［映画］
大瀧（綾野剛）＆響子（黒木華）

僕の彼女はサイボーグ ［映画］
彼女（綾瀬はるか）＆ジロー（小出恵介）

南京町

ポートアイランド北公園

©2008 「僕の彼女はサイボーグ」フィルムパートナーズ

その街のこども 劇場版 ［映画］

勇治（森山未來）
＆美夏（佐藤江梨子）

石屋川公園潔く柔く ［映画］
カンナ（長澤まさみ）＆禄（岡田将生）

御影山手

大和ハウス工業
「ここで、一緒に」野党篇 ［CM］
深津絵里＆リリー・フランキー

©2010NHK

Blu-ray&DVD発売中、発売元：バップ
©2013｢潔く柔く｣製作委員会 ©いくえみ綾／集英社

御影山手

©2012映画「夏の終り」製作委員会

呼び出しちゃったの、悪くない？

いや、ここ近いから

藤井さん･･･今日ははっきり言います

いつもはっきり言ってますけど

結婚するんやね

一緒に幸せになろ

これからはこうやって歩くぞ

ねぇ、ジロー。あなたと過ごした大切な一日。
私は、何度生まれ変わってもあなたに恋をするよ

こっからそこまでが、私の聖地。
たぶん、この先、どんだけ長生きしても、
こんな場所ここだけやと思うわ

最近元気ないなあ、
悦子

Faites-moi confiance
（信頼して下さい）

これからは、ひとりじゃなくて、
ふたりで叶えよう

迎えに来て
くれたんですか？

うん。まあね…
ついでに、
風に当たりに

ねぇ亮くん、話したくなったら言ってね
東京で何かあったんでしょ

ロケ現場記者会見にて

同
じ
坂
道
で
撮
影
さ
れ
ま
し
た

©2015池辺葵／講談社・「繕い裁つ人」製作委員会

©2009 Emperor Dragon Movies Limited All Rights Reserved.

©2014木村紺・講談社／サンテレビジョン

©2015NHK

©NOODLES PRODUCTION,
FILM ZINGARO 2 INC.,
FRANCE 3 CINEMA, 2011.

©NOODLES PRODUCTION,
FILM ZINGARO 2 INC.,
FRANCE 3 CINEMA, 2011.

©2006NHK
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空港島

©2015NHK

その街のこども 劇場版［映画］
©2010NHK

©2008 「僕の彼女はサイボーグ」フィルムパートナーズ

©2012映画「夏の終り」製作委員会

紙の月

梨花（宮沢りえ）
＆光太（池松壮亮）

市営地下鉄

©2014「紙の月」製作委員会

©2012「シャニダールの花」製作委員会

［香港映画］

©2009 Emperor Dragon Movies Limited All Rights Reserved.

Blu-ray&DVD発売中、発売元：バップ

大和ハウス工業

©NOODLES PRODUCTION,

FRANCE 3 CINEMA, 2011.

©2014木村紺・講談社／サンテレビジョン

©NOODLES PRODUCTION,
FILM ZINGARO 2 INC.,
FRANCE 3 CINEMA, 2011.

©2015NHK

©2014木村紺・講談社／サンテレビジョン©2014木村紺・講談社／サンテレビジョン

MIRACLE

©2015池辺葵／講談社・「繕い裁つ人」製作委員会

©2015NHK

©2006NHK

舞子ビラ神戸



旧乾邸
日本のいちばん長い日 ［映画］ 2015

©2015  フジテレビジョン  ジェイ・ドリーム  東宝  FNS27社

県立神戸高校
高橋留美子劇場 ［NHKドラマ］ 2012

ファミリアホール
黄金を抱いて翔べ ［映画］ 2012

神港ビルヂング

黄金を抱いて翔べ ［映画］ 2012

甲南病院
長谷川町子物語 ［フジテレビドラマ］ 2013

旧グッゲンハイム邸
繕い裁つ人 ［映画］ 2015

高砂ビル

アウトレイジ
［映画］ 2010

旧居留地十五番館

僕の彼女はサイボーグ
［映画］ 2008

加藤海運 島上ビル

クローズ EXPLODE ［映画］ 2014

海岸
ビルヂング

HERO ［映画］ 2015

歴史のある建物　ロケ
東洋一美しいとうたわれた港町、神戸

新港貿易会館

ミロクローゼ
［映画］ 2012

神戸税関
パンドラ～永遠の命～
［WOWOWドラマ］ 2014

谷崎潤一郎旧邸

倚松庵

小林一三
～夢とそろばん～
［NHKドラマ］ 2015

い   しょう あん

萌黄の館

少年H
［映画］ 2013

神戸迎賓館
須磨離宮

少年H
［映画］ 2013

神戸ワイナリー
（農業公園）
民具農具館

この国の空
［映画］ 2015

©2012「ミロクローゼ」製作委員会

上流階級～富久丸百貨店外商部～
［フジテレビドラマ］ 2015

KIITO（デザイン・クリエイティブセンター神戸）
マイ・バック・ページ ［映画］ 2011
新聞社屋内セット

神戸大学 六甲台本館
神様のパズル ［映画］ 2008

兵庫県公館
HERO ［映画］ 2015

11 12

中央区新港町

中央区江戸町

中央区新港町

兵庫区島上町

中央区浪花町

中央区北野町

垂水区塩屋町

須磨区離宮西町

西区押部谷町

中央区下山手通

中央区海岸通

中央区海岸通
東灘区鴨子ヶ原

灘区六甲台町

中央区相生町

東灘区住吉山手

東灘区住吉東町

灘区城の下通
中央区小野浜町

もえ   ぎ

で
の



横浜から神戸へ寄港地を変更した“女王”を追いかけ、
番組クルーも急きょ神戸でロケを行いました

Queen Elizabeth号
Youは何しに日本へ？  ［テレビ東京］ 2015

神戸・六甲アイランドから大分へ出港。ロケ隊のみなさ
んとタクシーは、ロケをしながらフェリーの旅

フェリーさんふらわあ
タクシードライバーの推理日誌  ［テレビ朝日ドラマ］ 2013神戸港へ入港する日に合わせ、ロケのチャンスは一晩だ

け。深夜に雨が降りましたが、朝方に撮影は無事終了。
昭和の扮装をしたKFOSエキストラさんたちも、寝ずの
好演でした

にっぽん丸 わが母の記  ［映画］ 2012

西宮出身の鈴木亮平さんと共演のMINJIさんは、
長田駅前で神鉄車両と共演

神戸電鉄
ふたたび SWING ME AGAIN  ［映画］ 2010

地下鉄シーンの７割を市営地下鉄で終電後に撮影

市営地下鉄海岸線 御崎公園駅
交渉人 真下正義  ［映画］ 2005

須磨の沖を進む船上デッキで、ダンディー４
とメビウスが、神戸を守ろうと誓い合いました

神戸コンチェルト
ウルトラマンメビウス＆ウルトラ兄弟
［映画］ 2006

船上パーティのシーンでは、正装し
たKFOSエキストラさんたちにも優雅
なひとときが流れました

ルミナス神戸2
科捜研の女  ［テレビ朝日ドラマ］ 2011

日中の特急列車内でのロケ。各停車駅
では、駅員さんが一般のお客様をスムー
ズに誘導し、ロケ隊を迎えてくれました

山陽電車
LIVE! LOVE! SING!  ［NHKドラマ］ 2015

宮沢りえさん、田辺誠
一さん演じる夫婦の通
勤風景は、名谷車輌基
地で撮影されました

市営地下鉄
西神・山手線
紙の月 ［映画］ 2014

新神戸駅から布引ハー
ブ園へと空中散歩。布
引の滝も見下ろせます

神戸布引
ロープウェイ
天才刑事・野呂盆六
［テレビ朝日ドラマ］ 2008

©2014「紙の月」製作委員会

川崎重工業兵庫工場
に保存されている車
両の前に、ホームに
見立てた足場を組ん
で撮影

ビジネス特急
こだま号
ALWAYS 
続・三丁目の夕日
［映画］ 2007

普段は市交通局
車庫で眠ってい
る市電が、水谷
豊さんと映画初
共演（車内のみ）

神戸市電
少年H ［映画］ 2012

日本三大夜景の一つ摩耶山
掬星台へ向かうケーブルカー

摩耶ケーブル
廃墟の休日 ［テレビ東京］ 2015

立入制限区域内から、東京－神戸
便の着陸を待ち構えました

神戸空港
いつか陽のあたる場所で
［NHKドラマ］ 2013

神戸空港島にある巨大な格納庫内にて

ヒラタ学園航空機格納庫
ゲノムハザード
ある天才科学者の5日間 ［日韓合作映画］ 2014

©2010 「ふたたび」製作委員会

新一（染谷将太）が、駅の改札を抜け、広場で市長候補
（北村一輝）の立候補演説に通りかかるシーン

六甲ライナー
アイランドセンター駅 改札前～イベント広場
寄生獣  ［映画］ 2014

元町駅のホームでは、終電後、
ささっと架空の駅名に貼り換え中

追われる石神役は西島秀俊さん。深夜の
貸切車両でKFOSエキストラ100名と撮影

阪神電車 ゲノムハザード ある天才科学者の5日間  ［日韓合作映画］ 2014

乗り物ロケ
in KOBE

13 14

近藤を追いかける半沢役の堺雅人さん
は、階段を駆け上がり、一番端の車両前
まで猛ダッシュ

JR新幹線 新神戸駅
半沢直樹 ［TBSドラマ］ 2013

ま    や   さん

空で 街で 海で

きく せいだい



15 16

2000年9月～2015年8月に撮影された映画・ドラマ 約 230作品を集計しました

御影
公会堂

映画『日本のいちばん長い日』（2015年公開）
設定   1945年 陸軍省参謀本部報道部

フジテレビ「杉村春子 悪女の一生」（2005年放送）
設定    昭和初期 文学座の公演劇場

NHK「LIVE！LOVE！SING！」（2015年放送）

NHK「LIVE！LOVE！SING！」（2015年放送）
設定    2015年 地域のコーラス発表会のホール

設定   1995年 阪神・淡路大震災の避難所

テレビ朝日 土曜ワイド劇場
「天使が消えていく」（2010年放送）

設定   2010年 とある警察

テレビ朝日 土曜ワイド劇場
「タクシードライバーの推理日誌」（2013年放送）

映画『BUNGO～ささやかな欲望～ 
握った手』（2012年公開）

設定   1954年 映画館

NHK「白洲次郎」（2009年放送）
設定   1941年 帝国水産統制（株）取締役会

市街地のウォーターフロント 
ハーバーランド高浜岸壁やモザイク、中突堤、メリケンパーク。
海・街・山、３拍子揃った景色がグランプリ

ポートアイランド北公園
海越しに対岸の市街地が望めます

北野異人館街
神戸舞台のテレビドラマには欠かせないスポット

御影公会堂
野坂昭如著「火垂るの墓」にも描かれた公会堂

旧乾邸 
神戸市の指定有形文化財・指定名勝の邸宅

南京町
中華街の春節祭や中秋節は大勢の人でにぎわいます

なんきんまち

旧居留地のビルと道路
東洋一美しいと讃えられた街並み

フジテレビ「長谷川町子物語」（2013年放送）
設定   1927年 デパートのレストラン

NHK 連続テレビ小説「ごちそうさん」（2014年放送）
設定　1932年 大阪ラヂオ放送の外観

映画『僕の彼女はサイボーグ』（2008年公開）
設定   2007年 中華街にある京劇の上映劇場

テレビ朝日「落日燃ゆ」（2009年放送）
設定   1946 ・1948年 東京裁判 市ヶ谷法廷の傍聴席

12
変化

1933（昭和8）年に開館し、今年で82年を迎える公会堂。
1938年の阪神大水害、1945年の神戸大空襲、1995年の
阪神・淡路大震災を生き抜いた建物は、今も地元の方々
に愛着を持って利用されています。映画やドラマにも、さ
まざまな設定で登場しています

10映画・ドラマ
人気ロケ地

神戸ポートピアホテル
ホールや宴会場などもある市内最大のホテル

ビーナスブリッジ
市街地からも近い夜景スポット

※ ⒸHirohisa Tomari

新幹線  新神戸駅
山に囲まれた、神戸の玄関口

設定   2013年 神戸南警察

BEST

1
2

3 4

5 6 7

7 9 10

みかげ

※

※

※

※

みかげ



フジテレビ

「赤い霊柩車」

シリーズ33作目、
南京町に夜明さん
（渡瀬恒彦）のタクシーがやってきました
（2013年放送）

テレビ朝日 土曜ワイド劇場
「タクシードライバーの推理日誌」

SPの竹内さん（渡瀬恒彦）、神戸空港や
神戸商工会議所会館でも警護中
（2012、2013、2014年放送） 

テレビ朝日
「SP 警視庁警護課」

谷崎藍子さん（高畑
淳子）の勤める「青い
鳥社」は、シリーズ1
～5の毎回、兵庫の港
に近い加藤海運ビル
で撮影
（2010、2011、2012、2014、
 2015年放送）

TBS 月曜ゴールデン
「遺品整理人 谷崎藍子」

狩矢警部（船越英一郎）は第11弾～13弾、
３回連続、神戸で事件解決
（2012、2012、2014年放送）

TBS 月曜ゴールデン
「狩矢警部」

科捜研のマリコさん（沢口靖子）も、毎年市内で
活躍中。中央区熊内の住宅街で聞き込み、京都
地裁（神戸学院大学ポートアイランドキャンパス）
で犯人と対決 （2010、2011、2013、2014年放送）

テレビ朝日

「科捜研の女」

お嬢様添乗員（名取裕子）の
神戸ツアー中、「ルミナス神
戸2」に、怪しげな白いボー
トが近づいてきました
（2003年放送）

TBS 月曜ミステリー劇場
「早乙女千春の添乗報告書」

天才刑事（橋爪功）の
謎解きは、街を一望で
きる、摩耶山掬星台で
（2009年放送）

テレビ朝日 土曜ワイ
ド劇場

「天才刑事・野呂盆六
」

2時間サスペンスの女王・
片平なぎささん主演のシ
リーズ。節目の第30作で
は、赤い霊柩車が兵庫区

の薬仙寺から出て
きました
（2012年放送）

テレビ朝日 土曜ワイド劇場
「おかしな刑事」

ジャッキー・チェンさん、北野武監督、二宮和也さんらが
次々とロケに訪れた場所。映画『クローズZERO』、
『Sweet Rain 死神の精度』、『新宿インシデント』、『アウ
トレイジ』、『GANTZ』に登場しています

閉校後の体育館には、映画『僕の彼女はサイボーグ』
(2007年ロケ)の屋内セットが組まれました。彼女役の綾
瀬はるかさんが活躍するレストランでのアクション
シーンはここで生まれたのです

神戸市中央卸売市場本場西側跡地（兵庫区）＞ 現在はイオンモール建設予定地

神戸ポートピアランド（中央区）＞ 現在はIKEA 市営高丸住宅（垂水区）＞ 現在は整備中 ベルトコンベヤトンネル（須磨区）＞ 現在は一部充填

岡方会館（兵庫区）＞ 現在は駐車場（写真右の「岡方倶楽部」はあり）

市立須磨高校（須磨区）＞ 現在は住宅 市立湊山小学校（兵庫区）＞ 現在は閉校 K-JET＞ 現在は神戸空港島発着の高速船ベイ・シャトル運航

門屋ビル（中央区）＞ 現在はマンションギャラリー

市立神戸工業高校(須磨区)＞ 現在は住宅

「ポートピア'81」以来、神戸市民に親しまれた遊園
地。2006年に閉園しましたが、時任三郎さん主演
のNHKドラマ「アイ’ム ホーム 遥かなる家路」
（2004年ロケ）で、撮影されています

日本テレビのドラマ「火垂るの墓」（2005年
ロケ）で、岸惠子さん演じる現代の祖母の
家として、空き住宅に美術装飾を施し、撮
影されました

1960年代から始まった開発事業〝山、海へ行
く"。その大動脈として西区から須磨海岸まで
土砂を運搬した施設の一部。ABCドラマ「ハン
ター・コード」(2006年ロケ)で登場

左手の白い建物は、ジャッキー・チェンさん主演『新宿イ
ンシデント』で、主人公が興した会社のビルに。ネオン装
飾が施され、約1カ月間、昼も夜もロケが行われました

三宮の東、磯上地区にあった門屋ビルは、解体前、金城武さん主演
『Sweet Rain 死神の精度』(2007年ロケ)のロケ地になりました。映画で
は、昭和の雰囲気もたっぷりと映し出されています

映画『ありがとう』（2005年ロケ）では、神戸の震災
後の住民集会のシーンを撮影。赤井英和さん、田
中好子さん、尾野真千子さんらと、市民エキスト
ラ400名の熱いシーンが映画に残っています

1994年から2002年まで、ポートアイランド東部
の神戸シティエアターミナル（K-CAT）と関西国
際空港を結んでいたジェットフォイル（K-JET）。
大森一樹監督『走れ！イチロー』で登場

学校統合再編による閉校後、グランドは、北野
武監督『アウトレイジ』（2009年ロケ）のロケ地
となりました。また映画『ミロクローゼ』（2009
年ロケ）では山田孝之さんも撮影に訪れました

11作目で神戸にも親
子（伊東四朗、羽田美
智子）で捜査に登場
（2014年放送）

あのスターもやってきた！

今
は
な
き
、

あ
の
風
景

ずっと映像に
残っています
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インド映画撮影の際は、約束の時間より10時間オー
バーするわ、勝手にフクロウを持ち出そうとするわ、
動物の餌やりをリハでスタッフが楽しんでしまって
本番食いつきが悪くなるわと、なかなか大変でした。
全ての感覚が日本と違い、いい加減でめちゃくちゃ
でしたが、なんだか憎めない人たちでした

いろ

Events, screenings, exhibits, etc.,
映画イベント いろ

二宮和也さん、松山ケンイチさん、吉高由里子さん出演の
『GANTZ』（配給：東宝）公開記念イベントで全国を回る
「GANTZトレーラー」が神戸にもやってきた日、高浜岸壁に
はご覧のとおりの長蛇の列が出現しました

神戸が舞台の『ウルトラマンメビウス＆ウルトラ兄弟』（配給：松竹）。震
災から10年の2005年、「神戸のまちから元気を届けよう！」を合言葉に、
神戸ロケが行われました。公開初日、写真の旧居留地・朝日ビルのシネ・
リーブル神戸や、MOVIX六甲（当時）は、元気なちびっ子やそのご家族で
あふれました

「東京が戦場になった日」では、解体予定の市営住
宅にロケが来てくれました。まちの開設から50
年、多聞台が最も輝いた日でした。まち再生の
きっかけになりました

市内各所で撮影された映画『紙の月』（配給：松竹）。主演の宮沢りえさん
は、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞。吉田大八監督、池松壮亮
さんと、神戸フィルムオフィスプレゼンツ・神戸100年映画祭プレミア試
写会（会場：OSシネマズ神戸ハーバーランド）に登場されました

大丸神戸店での『僕の彼女はサイボーグ』（配給：ギャガ）公開
イベントには、山本又一朗プロデューサーや主演の綾瀬はる
かさん、小出恵介さんが来場。大丸をはじめ旧居留地で約１カ
月半、毎晩ロケしていた作品の知名度は抜群。たくさんのギャ
ラリーで映画の公開を祝いました

野坂昭如さんの『火垂るの墓』（配給：パ
ル企画）の実写版は、その年発足した
「ひょうごロケ支援Net（事務局・兵庫
県）」のネットワークを活かし、神戸を含
む県内10市町村でロケ。県民ホールで
の試写会では、日向寺太郎監督、主演の
吉武怜朗さんが登壇

2010年には、神戸フィルムオ
フィス設立10周年記念イベント
「映画が恋したKOBE展」（神戸新
聞社共催）をさんちかホールで
開催。会場は約6,000人の来場者
で賑わいました

設立10周年記念イベント「KOBE
シネウォーク」。フィルムオフィ
スのスタッフが市内のロケ地
をご案内しました

妹尾河童さん原作の映画『少
年H』（配給：東宝）の公開イベ
ントでは、市内の小学生がモ
ザイクアートでフェニックス
を表現。ロケ地にもなった北
野町の「萌黄の館」前で、水谷
豊さん、伊藤蘭さん、神戸出身
のH役・吉岡竜輝さんも参加
し、お披露目が行われました

震災から10年、長田の街で力
強く生きる人々を描いた『あ
りがとう』（配給：東映）。神戸
での完成披露試写会では、主
演の赤井英和さん、主人公の
モデルとなった古市忠夫さ
ん、矢田市長（当時）による舞
台挨拶が行われました

©2014「紙の月」製作委員会

チェ・ジウさんの韓国ドラマで、監督に頼まれ、組
合有志30人で龍舞をやりました。最初はみんな有
名女優を前に張り切って龍がむっちゃ機敏に
踊ってたのに、終わった思たら「もう１回！」の連
続で、体力ついていけへんね。龍もだんだんヘト
ヘトに。キツかったけど、楽しい思い出です

『クローズEXPLODE』の撮影で、東出
昌大さんとか、若いかっこいいお兄
ちゃんたちが、うちのお風呂に入って
くれはりました。お湯が熱いと演技中
にのぼせてしまうからと、ぬるくした
んやけど、寒かったやろなあ…

2011
2.5

2006
9.16

2008
6.292010

10.2～
10.11

2010
9.30～
10.5

2008
5.17

2013
8.5

2014
11.11

2006
9.25

『新宿インシデント』のジャッキー・チェンさ
ん、箒を持って表を掃除するシーンでは、OK
が出た後も普通に掃除して、ゴミも拾ってく
れました。街行く人が、一旦通り過ぎてから
驚く顔がすごかったです

19 20

学生時代、映画専攻のみんなで『GANTZ』のボラン
ティアスタッフをしました。撮影が始まるまでは、
ひたすら掃除やペンキ塗り、撮影の時は爆破シーン
で水や消火器の用意をしました。和気あいあいとし
た現場で、スタッフさんからは、一生懸命すぎるの
を見てると元気になると言っていただきました

神戸芸術工科大学
 映像表現学科卒業  

今田恭輔さん（左から2人目）とみなさん

撮影こぼれ話
ロケ現場ではいろいろなエピソードが生まれます。

撮影に協力してくださった方々に、
体験談を伺ってみました

神戸どうぶつ王国
土屋謙さん

南京町商店街振興組合
欧政彦さん

扇港湯
綿貫茂子さん

クラブ月世界　
曽我浩明さん

多聞台ふれあいのまちづくり協議会
高橋良雄さん（右）とみなさん

トラン・アン・ユン監督の『ノルウェイ
の森』では、学生たちの毎日の生活の
場が、昭和40年代の美術装飾やエキス
トラで見事にタイムスリップ。「ヨー
イ、スタート！」ではなく「ready…
action！」のかけ声も新鮮でした

神戸大学 住吉寮
広報課 赤松朋広さん

地下鉄でのロケは、終電から始発まで
の間に行います。撮影が終われば職員
みんなで撮影機材の部品などが落ち
ていないか、線路上も総点検します。
始発電車を無事に見送った時に、我々
の撮影任務が終了します

「パンドラ」では、朝から大雪の中足場を
組みました。終了後、自分たちのトラック
が燃料切れ寸前で、暖房が使えないこと
が発覚。スタッフの方が、すばやく暖房器
具を用意してくださった上に、お弁当や
缶コーヒーもくださり、感動しました

『MIRACLE』は、真冬の屋外でオールナイ
トのロケでした。相葉雅紀さんら俳優さ
んやスタッフさんはもちろん、エキスト
ラさんも極寒の中頑張っておられて、あ
れから映画の見方が変わりました

神戸フルーツ・フラワーパーク
椿野智弘さん（当時）

神戸市営地下鉄
権藤浩勝さん

（株）カンキ
福元啓介さん（左から2人目）とみなさん



（KFOSメンバーへの
 告知）

神戸フィルムオフィスは、国内外から映画、テレビドラマ、テレビ番組、CM、

ミュージックビデオ、写真などの撮影を誘致し、撮影に必要な支援を無料で提

供する、神戸市のフィルムコミッション（公的な撮影の窓口）です。2000年9月

13日の設立以来、15年間で約2,300本の映像作品を支援してきました。

7

About Kobe Film Office

神戸フィルムオフィス
について

●直接的経済効果
●観光集客効果
●文化振興
●市民の誇り

●非営利の公的団体であること 

●ワンストップサービスを提供すること

●支援する作品の内容は問わないこと 

仕組み

ロケ支援の
流れ

撮
影
ま
で

撮
影

Ｐ
Ｒ
活
動

撮
影
後

県、国

学校

民間企業、お店 地域住民

KFOS

警察・
神戸海上保安部神戸海上保安部

民間企業、お店 地域住民

KFOS

制作者からの
問い合わせへの
情報提供

ロケーションハンティング
（ロケ地の下見）のセッティング、
 撮影候補地の案内

地元への
あいさつ回り

制作者に、映像制作に
関わるサービスや
施設などを紹介

市民エキストラの手配

協力依頼協力依頼

＜事務局＞
（一財）神戸国際観光コンベンション協会（一財）神戸国際観光コンベンション協会
観光部

神戸市産業振興局
観光コンベンション課

神戸フィルムオフィス

地元

協力協力

1位

2位

3位

4位

4位

1位

2位

3位

4位

5位

紙の月

阪急電車

僕の彼女はサイボーグ

繕い裁つ人

GANTZ

6位

7位

8位

9位

10位

砂の器（テレビドラマ）

寄生獣

アウトレイジ

MIRACLE  デビクロくんの恋と魔法

ゲノムハザード

撮影に参加できたことが良い経験になった

俳優や監督を間近で見られた

作品に映っていた

同じシーンで参加した者同士で仲良くなった

衣装が用意されたり、メイクをしてもらえたりした

神戸フィルムオフィスの活動は、設立当初から多くの登録サポーターのみなさまに支えられています。

エキストラとして撮影に参加された方、イベントに参加された方、

また電子メールでお送りする支援作品情報を見て、

映画やテレビ番組をご覧になった方…みなさますべてが〝サポーター〞なのです。

※KFOS への登録は、神戸フィルムオフィスのホームページで随時受け付けています

KFOSのみなさんに聞いてみました

神戸フィルム
オフィス
サポーター

映画『火天の城』淡路島ロケの応援
参加では、室町時代の町衆に変身

設立10周年を記念してサポーターにお送り
した神戸シネマップとエコバッグ

2001 映画『走れ！イチロー』
 約 1,000 人の市民エキストラが集結

 「エキストラ登録制度」スタート

2007 「支援作品 1,000 件×エキストラ登録者 1,000 人」イベント実施

 エキストラだけではなく、サポーターとして広く応援していただけるよう
 「KFOS（神戸フィルムオフィスサポーター）」に制度変更し、再出発

2010 設立 10周年。登録方法をWEBに変更

2015 登録者が 8,000 人を超える

KFOSの歩みKFOSの歩み
ケーフォースケーフォース

調整

撮影の立合い

宣伝期間に合わせて、
その作品が
神戸で撮影された
ことをPR

公開・放送に合わせて作品の宣伝

フィルム
コミッションの
目的

フィルム
コミッションの
３要件

神戸市民、観光客へのPR
● 新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどへのプレスリリース
● ロケ地ガイドなどの発行、配布
● 市民への講演、大学での講義など
● WEBサイト、ツイッター、facebook、

　神戸市のメルマガ等での情報発信

映像制作者へのPR 
● 海外、国内で、映像関連

　イベントへの参加
● 神戸撮影ガイドブックの発行、配布  
● WEBサイトでの発信

制作者がロケ希望地を決定。
制作者と一緒に、ロケ地の関係
機関や地域住民への交渉、
申請手続きを行う

KFOS物語
Kobe Film Office Supporters Story

撮影許可の条件が
守られているか、
撮影が無事進んで
いるか、トラブル
はないかなどを現
場で確認。無事進
むよう調整

建設局

みなと総局

交通局

消防局

教育委員会

　　　など

市の各部署 

1

5 6

2 3 4

※KFOS への登録は、神戸フィルムオフィスのホームページで随時受け付けています

支援作品の公開情報がKFOS
メールで送られてくると、ロケ
地がどんなふうにでてくるか
楽しみになります

エキストラに参加したことはない
のですが、神戸のまちが映画やテ
レビに映ったり、エンドロールに
神戸の文字が出てきたりすると嬉
しいです

エキストラに参加したときは、
長時間に及ぶロケでしたが、
役者さんが一人一人に「お疲れ
さまでした」と声をかけてくだ
さって、感激しました

震災を描いたドラマに、
震災に遭った一人として
参加できて感慨深かった
です

7

（神戸フィルムオフィスサポーター）　
   約 8,000 名 (2015 年 8月現在 )

神戸フィルムオフィス

（宿泊、食事、美術装飾、
 重機レンタルなど）

『走れ！イチロー』の旧グリーン
スタジアム神戸の撮影のために
周辺の住宅にもエキストラ募集
のチラシを配布

心に残った作品は？ 撮影にエキストラ参加して思い出深いことは？

ケーフォース

映像制作者

新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどへのプレスリリース

21 22



https://www.facebook.com/kobefilmoffice @kobefilmoffice

〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-9-1
（一財）神戸国際観光コンベンション協会内
TEL（078）303-2021　FAX （078）302-2946
E-mail   film@kcva.or.jp　URL http : //www.kobefilm.jp

( 一財 ) 神戸国際観光コンベンション協会／神戸市　2015 年 9月発行 MAP  :  DAISUKE  AOYAMA
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