
あしかがフラワーパーク

千手山公園

富田

あしかが
フラワーパーク

徳次郎I.C
篠井I.C

大沢I.C

土沢I.C

葛生

田沼

東武佐野線

フィルムコミッションとは

お問い合せ

令和5（2023）年3月発行　※本誌に掲載されている写真及び記事の無断転載を禁じます。

エキストラ募集の情報を発信しています。

栃木県フィルムコミッション
公式ツイッター

@film_TFC

日光口PA

足尾駅

間藤駅

道の駅
日光

道の駅 ましこ

道の駅
サシバの里
いちかい

道の駅
たかねざわ
元気あっぷむら道の駅

うつのみや
ろまんちっく村

道の駅
うつのみや
ろまんちっく村

殺生石

龍門の滝

那須ハイランドパーク

矢板北P.A
矢板北スマートI.C

若山農場

馬頭温泉郷

東武金崎東武金崎

壬生P.A壬生P.A

東
武
鬼
怒
川
線

わ
た
ら
せ
渓
谷
鐵
道

わ
た
ら
せ
渓
谷
鐵
道

映画  島守の塔

映画  アキラとあきら

映画  極主夫道 ザ・シネマ
NHK連続テレビ小説  ちむどんどん
映画  ラーゲリより愛を込めて

　　　　 NETFLIXシリーズ
ドラマ  First Love 初恋

ドラマ  悪女 （わる）
　　　　～働くのがカッコ悪いなんて誰が言った？～

Vol.12

CONTENTS

入野家住宅（市貝町）

宇津野洞窟（佐野市）

横山郷土館（栃木市）

岩船山中腹採石場跡（栃木市）

島守の塔
大谷資料館（宇都宮市）

アキラとあきら

悪女 （わる）
～働くのがカッコ悪いなんて誰が言った？～

栃木県庁（宇都宮市）
First Love 初恋

極主夫道 ザ・シネマ
オリオン通り商店街（宇都宮市）

ちむどんどん
旧須賀川小学校（大田原市）

ラーゲリより愛を込めて
わたらせ渓谷鐵道 足尾駅（日光市）

御殿山公園野球場（鹿沼市）

A-1A-1

A-6A-6

A-3A-3

A-2A-2

A-4A-4

BB

DD

EE

CC

A-5A-5

A-1A-1

BB

CC

DD

EE

A-2A-2

A-3A-3

A-4A-4

A-5A-5

A-6A-6

栃木県フィルムコミッション　www.tochigi-film.jp



監督・脚本：五十嵐匠／脚本：柏田道夫
出演：萩原聖人　村上淳 
　　 吉岡里帆　池間夏海／榎木孝明／成田浬　水橋研二／香川京子
配給：毎日新聞社　ポニーキャニオンエンタープライズ
©2022 映画「島守の塔」製作委員会

映画

『2022年7月22日公開』

宇都宮市大谷町1263-2住
028-652-3500☎

0282-21-2373
（栃木市観光振興課）
☎

ロケ地情報

宇都宮市大谷町909住
028-652-1232☎

『大谷資料館』

MapMap
A-1A-1

鉄の暴風と言われた激しい空襲、艦砲射撃、 
上陸戦の絶望に追い込まれた沖縄戦の中で 
生き抜こうとした人々の物語です。 
当時の沖縄県警察部長の荒井退造氏 
（栃木県出身）も職務を越えて県民の命を 
守るため奮闘します。 

あらすじ

史実では首里城の地下壕に設置 

された軍司令部を、広大な旧採石場の 

地下空間を活かすことで、当時の空気感 

まで再現していました。 

『旧日本軍司令部』
撮影裏話

作中では島田叡氏が思いを

馳せる静かなシーンでしたが、

ベースランニングを何度も

繰り返すなど躍動感あふれる

撮影現場でした。

『野球の思い出』
撮影裏話

ロケ地情報

栃木市岩舟町畳岡
※採石場跡は無断で入る
　ことはできません。

住

『岩船山中腹採石場跡』

ロケ地情報

栃木市入舟町2-16住
0282-22-0159☎

『横山郷土館』

MapMap
A-2A-2

ロケ地情報

芳賀郡市貝町大字赤羽2877住
0285-68-0020
（市貝町生涯学習課生涯学習係文化担当）

☎

『入野家住宅』

MapMap
A-5A-5

ロケ地情報

佐野市会沢町1074住
0283-27-3011
（佐野市観光推進課）
☎

『宇津野洞窟』

MapMap
A-4A-4

MapMap
A-3A-3

ロケ地情報

鹿沼市今宮町1666-1住
0289-72-1300
（鹿沼総合体育館）
☎

『御殿山公園野球場』

MapMap
A-6A-6

沖縄南部から北部への疎開シーンが撮影されました。

11月にも関わらず、エキストラの皆さんのおかげで

夏の雰囲気が出ていました。

『徒歩で疎開する人々』
撮影裏話

明治時代の豪商である横山家の邸宅で、

荒井退造氏が住んだ沖縄県警察部長の官舎の

シーンが撮影されました。建物の持つ品が

感じられるシーンとなっていました。

『官舎での日常』
撮影裏話

荒井退造氏の実家のシーンが撮影された入野家 

住宅は、五十嵐監督の別の作品でも使われて

いました。どうやら監督のお気に入りの場所だった 

ようです。 

『故郷への里帰り』
撮影裏話

女学生が傷病兵の世話をする野戦病院

のシーンが撮影されました。

新型コロナウイルスの流行により

一時中断された撮影がこのシーンから

再開されました。撮影前には安全祈願の

お祓いをしました。

『洞窟内の野戦病院』
撮影裏話

ロケ地周辺の
オススメ情報!!

pick up

大きなテラスが魅力の大谷の新スポットです。
大谷石を使ったクラフト体験や餃子・焼きそば
などの宇都宮の地元グルメが楽しめます。 

『ベルテラシェ大谷』
大谷資料館（宇都宮市）

栃木市岩舟町静3住
0282-55-2014☎

約600段の階段を上ると採石場跡だけでなく関
東平野も一望できます。境内では鐘楼や仁王門
などの歴史ある建築物を見ることもできます。 

『岩船山 高勝寺』
岩船山中腹採石場跡（栃木市）

0289-63-2192（鹿沼そば振興会）☎芳賀郡市貝町市塙1270
（道の駅サシバの里 いちかい）
住

090-6698-3599
（KUSAKA VINEYARDS）
☎

水と緑豊かな鹿沼市内で栽培した玄そばを使用した、
甘みがあって、香りのいいそばです。その甘みと香り
から、多くのファンを魅了しています。

『鹿沼そば』
御殿山公園野球場（鹿沼市）

佐野市葛生東3-1-8住
0283-85-3922☎

老舗のそば屋なのにハンバーグが名物のお店です。
どちらの味も侮れない、行列必至な地域の名物店で
す。ボリュームもたっぷりなので、おなかを空かし
て来店してください。

『かたやま庵』
宇津野洞窟（佐野市）

江戸期の料理を研究し、郷土料理や伝統食材を見直すことで、栃木市ならではの江戸
料理「とちぎ江戸料理」を創り上げました。ロケ地になった横山郷土館でも、1日1組
限定で庭を見ながらとちぎ江戸料理のランチを楽しむことができます（要予約）。 

『とちぎ江戸料理』
横山郷土館（栃木市）

オーナーが手塩にかけて育てた葡萄で作るワイ
ン、干し葡萄やジュース、市貝町の新たな味を楽
しんでください。

『KUSAKA VINEYARDS』
入野家住宅（市貝町）

『島守の塔』 特集

麓から特徴的な岩山を眺めることが
できるほか、山頂の高勝寺を参拝
した際に上から眺めることが可能
です。

全長約100ｍの天然の鍾乳洞です。 

主屋と表門が国の重要文化財に
指定されています。 

鹿沼市内の城跡にある公園で
桜の名所です。

建物の多くが国の登録有形文化財に
登録されています。 

地下に採石場跡の大空間が
広がっています。 

※内部の見学は事前に
　予約が必要です。

セットから小道具まで細かく作り込みました。



ロケ地周辺の
オススメ情報!!

pick up

出演：今田美桜　江口のりこ　向井理　ほか

Blu-ray BOX、DVD-BOX発売中！
Blu-ray BOX　29,040円（税込）
DVD-BOX　　22,990円（税込）
発売・販売元：バップ
©NTV

ドラマ

『日本テレビ／2022年4月』
ロケ地：本館・昭和館・議会議事堂

『2022年11月24日 NETFLIX 配信開始』
ロケ地：本館１階県民ロビー前階段、
北側出入口及び２階県民プラザ室前

『2022年8月26日公開』
ロケ地：議会議事堂

MapMap
BB

MapMap
BB

昭和館は備品管理課のある旧館として使用されました。

社内の人事異動の掲示は本館と東館をつなぐ廊下で撮影されました。

栃木県庁がドラマのメイン舞台・株式会社OHMIに大変身しました。

贈呈された花束

悪女 （わる）
～働くのがカッコ悪いなんて誰が言った？～

出演：竹内涼真　横浜流星

『アキラとあきら』Blu-ray＆DVD発売中！
Blu-ray スペシャル・エディション（特典DVDディスク付き２枚組）7,480円(税込)
DVDスペシャル・エディション（特典ディスク付き2枚組）6,380円(税込)
発売・販売元：東宝
©2022「アキラとあきら」製作委員会

映画

出演：満島ひかり　佐藤健　ほか

ドラマ

栃木県庁での撮影は階段のシーンが多く

大変そうでしたが、役柄のままに明るく元気

にこなす役者さんの姿がとても素敵でした。

撮影裏話

大きな拍手に包まれた議会議事堂でのクランクアップ。

実は放送の3日前の出来事！当日は麻理鈴の衣装を着た

スタッフさんもおり、とても和やかな雰囲気でした。

撮影裏話

主人公・麻理鈴の爽快な『ズザーッ』は、靴底の

仕掛けや入念な練習・段取りの成果です。

撮影裏話

主人公たちが働く産業中央銀行のロビーなどに議会議事堂が使用されました。

階段を落ちるシーンは、県庁の閉館後に撮影されました。

監督と主演のお二人で様々

なパターンの演技を試し、感情

表現について綿密な打ち合

わせをしながら撮影に挑んで

いらっしゃいました。

撮影裏話

夜間シーンの撮影は、

ブルーライトで幻想的な

雰囲気を創り出していま

した。

撮影裏話

立派な書が掛けられた頭取室の壁、実は

窓を塞いで作り込んだものです。

撮影裏話

『死刑にいたる病』（2022年公開）　本館
『総理の夫』（2021年公開）　本館・昭和館・議会議事堂
『AI崩壊』（2020年公開）　本館・昭和館・議会議事堂

『七つの会議』（2019年公開）　本館・議会議事堂
『アウトレイジ最終章』（2017年公開）　本館
『シン・ゴジラ』（2016年公開）　本館・議会議事堂　ほか多数

格調高い重厚な
『議会議事堂赤絨毯』が
一番の人気スポット!

『15階建ての本館』は
企業のオフィスなどの

設定に最適！

ココが人気!!

ココが人気!!

栃木県庁
歴代ロケ映画

NETFLIX シリーズ

F i r s t  L o v e
初　恋

ロケ地情報
栃木県観光物産協会が運営する栃木の特産品や観光
情報のアンテナショップです。店内には栃木名産のおみ
やげやお菓子、地酒、伝統工芸品など、まとめて見ること
ができます。観光名所も紹介しているので旅の最初に
訪れるとスムーズな旅行が楽しめます。

県民サービスゾーンや各展示コーナーで
は県政の取組や動き、郷土とちぎの多彩な
特色や魅力などについて展示しています。

『おいでよとちぎ館』

宇都宮市本町３-９ 本町合同ビル１階住
028-623-3213 ☎
平　日／10:00～18:00
土曜日／10:00～17:00

営

『栃木県庁』
【本　　　館】 １階・15階県民サービスゾーン
　　　　　　 平日／8：30～21：00
　　　　　　 土日・祝日／10：00～21：00
　　　　　　 2階ガラスショーケース
　　　　　　 平日／8：30～18：00（土日・祝は見学不可）
【議会議事堂】 １階県議会展示コーナー
　　　　　　 平日／8：30～17：30(土日・祝は見学不可)
【昭　和　館】 8：30～17：15

MapMap
BB

『栃木県庁』 特集



正門にシーサーが飾られるなど沖縄らしさが随所に…。

出演：玉木宏　川口春奈　志尊淳　ほか

『極主夫道 ザ・シネマ』Blu-ray＆DVD発売中！ 
Blu-ray　5,830円（税込） 
DVD　4,730円（税込） 
発売・販売元：バップ 
©2022「極主夫道 ザ・シネマ」製作委員会

映画

出演：二宮和也　北川景子　ほか
©2022映画「ラーゲリより愛を込めて」製作委員会

映画

『2022年12月9日公開』

『NHK連続テレビ小説／2022年４～９月放送』

028-633-0634
（協同組合 宇都宮餃子会）
☎

オリオン通り近くの餃子通りをはじめ、宇
都宮市内には多くの餃子専門店が集まっ
ています。異なるお店の餃子を食べ比べ
て、お気に入りの餃子を見つけてみては
いかがでしょうか。

『宇都宮餃子®』

領主であった大関氏の菩提寺として庇護さ
れ、600年以上の歴史を持つ曹洞宗の禅寺
です。茅葺きの本堂などは国の重要文化財
の指定を受けており、牡丹やハンカチの木な
ど四季を通じて美しい景観を楽しむことがで
きます。

『大雄寺』

出演：黒島結菜　ほか

ドラマ

MapMap
CC

日光連山に囲まれた約400haの
広大な湿原。どのルートにも素晴
らしい景観が広がります。

『戦場ヶ原』

MapMap
FF

ちむどんどん

大田原市黒羽田町450住
0287-54-0332☎

日光市中宮祠住
0288-55-0880
（日光自然博物館）
☎

ロケ地情報

大田原市須賀川1740-1住
0287-23-3145
（大田原市商工観光課）
☎

1955年に建築されたレトロな木造校舎で、2006年の廃校まで使用
されました。現在は様々な作品のロケ地として利用されています。

『旧須賀川小学校』

MapMap
DD

ロケ地情報

宇都宮市江野町8-3住
028-638-4030
（宇都宮オリオン通り商店街振興組合）
☎

宇都宮市の中心市街地にある、全長
280mに及ぶアーケード型商店街で
す。食事や買い物を楽しむことができ
るほか、オリオンスクエアは発表会や
展示会など各種イベントに利用され
ます。

『オリオン通り商店街』
ロケ地情報

日光市足尾町掛水6住
0288-93-2055☎

群馬県桐生市の桐生駅から栃木県日
光市の間藤駅間を走る、わたらせ渓谷
鐵道の駅です。平成21年に国の有形
登録文化財に登録されました。見学を
希望される方は、近隣の日光市営駐車
場をご利用ください。

『わたらせ渓谷鐵道 足尾駅』

運動会で沖縄伝統のカチャーシーを踊りました。つられて

カチャーシーを踊りたくなってしまうロケでした。

撮影裏話

側線を縁取る白樺にシベリアの風情が感じ

られることからロケ地の一つに選ばれました。

撮影裏話

多くのエキストラの皆様にご協力いただきました。

パトカーが駆け抜けるシーンは
迫力満点です。

俯瞰のシーンでは高所作業車が活躍しました。

『2022年6月3日公開』

ヒロイン一家の母校・山原小中学校の設定で撮影されました。

スタッフの方がリハーサルから自転車

で繰り返し全力疾走していました。

撮影裏話

足尾駅では鉄道車両を使用せず、合成用

のスクリーンなどを使って撮影されました。

撮影裏話

ロケ地周辺の
オススメ情報!!

pick up

ロケ地周辺の
オススメ情報!!

pick up

ロケ地周辺の
オススメ情報!!

pick up


