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[豊橋市フェイスブック]
https://www.facebook.com/city.toyohashi

[ええじゃないか豊橋ホームページ]
http://www.city.toyohashi.lg.jp/eejanaika1484/

＊通信料は利用者のご負担になります。

https://twitter.com/eejanaika1484
[ええじゃないか豊橋なう]

https://www.youtube.com/user/toyohashi10484
[ええじゃないか豊橋チャンネル]

豊橋市は、日本のほぼ中央に位置し、豊かな自然と温暖な気候に恵まれた人口約38万人の

中核市です。古くから、城下町や東海道の宿場町として栄えてきました。現在は、全国有数の

農業生産地であるとともに、自動車貿易において全国トップクラスの取り扱いを誇る重要港

湾「三河港」を擁し、農業・工業・商業のバランスのとれた都市として発展を続けています。

豊橋市は、2020年前期放送の連続テレビ小説「エー
ル」のヒロインのモデルとなった古関金子さんの出身
地として、「エール」を活用した様々なプロモーション
に取り組んでいます。

様々な作品のロケを呼び込む原動力。様々な魅力を
持つ東三河地域の素材を活かしロケ支援を通じた地
域振興、観光振興を目的としてロケ誘致に取り組んで
います。地域の力を活かしたロケ対応が、多くの業界
人に高く評価されています。

豊橋市内で行われたロケの様子や、ロケ関連情報な
ど、映画の力を活用した豊橋市のシティプロモーショ
ンに関する取り組みはこちら
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火柱、そして轟音。450年以上続く
豊橋発祥の手筒花火

バラエティ番組や情報番組など
幅広く取り上げられています。
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約90年にわたり、市民に親しまれている
「豊橋の顔」

レトロな電停や走る姿でCM、情報番組
などで多く使われています。
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温暖な気候と豊かな水に育まれた
スローフード文化

グルメ番組、情報番組で大活躍！
豊橋カレーうどんは各種メディアで評判です。
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豊橋市シティプロモーション課（TEL 0532-51-2179） 令和2年3月発行

映　画 菊次郎の夏

映　画 早咲きの花

映　画 ちゃんと伝える

ドラマ みんな！エスパーだよ！

ドラマ I LOVE YOU 透明ポーラーベア

ドラマ LEADERS

ドラマ　ルーズヴェルト・ゲーム

映　画 みんな！エスパーだよ！

映　画 グラスホッパー

映　画 少女

映　画 新宿スワンⅡ

ドラマ LEADERSⅡ

ドラマ 東京ヴァンパイアホテル

ドラマ 陸王

映　画 クソ野郎と美しき世界
 EPISODE.01 ピアニストを撃つな！

映　画 家族マニュアル

ドラマ ただいま大須商店街

監　督 北野武
ロケ地 東七根町 ほか
出　演 ビートたけし、関口雄介、岸本加世子 ほか

監　督 菅原浩志
ロケ地 豊橋市公会堂、豊橋市民俗資料収蔵室 ほか

監　督 園子温
ロケ地 牛川の渡し、水上ビル ほか
出　演 AKIRA、伊藤歩、奥田瑛二 ほか

監　督 園子温
ロケ地 のんほいパーク、喫茶パトリア、
 サンクス東田市電通り店 ほか
出　演 染谷将太、夏帆、マキタスポーツ ほか

監　督 廣木隆一
ロケ地 のんほいパーク
出　演 戸田恵梨香、濱田岳、金子ノブアキ ほか

演　出 福澤克雄
ロケ地 時習舘高等学校、ユニチカ、豊橋市公会堂 ほか
出　演 佐藤浩市、香川照之、宮沢りえ ほか

演　出 福澤克雄、棚澤孝義、田中健太
ロケ地 豊橋市民球場、トピー工業、武蔵精密工業 ほか
出　演 唐沢寿明、江口洋介、山崎努 ほか

監　督 園子温
ロケ地 桜丘高等学校、水上ビル、ときわ通り など
出　演 染谷将太、池田エライザ、真野恵里菜 ほか

監　督 瀧本智行
ロケ地 のんほいパーク
出　演 生田斗真、浅野忠信、麻生久美子 ほか

監　督 三島有紀子
ロケ地 桜丘高等学校、豊橋市公会堂 など
出　演 本田翼、山本美月、稲垣吾郎 ほか

監　督 園子温
ロケ地 ココラフロント
出　演 綾野剛、上地雄輔、笹野高史 ほか

演　出 福澤克雄
ロケ地 豊橋市公会堂 など
出　演 佐藤浩市、内野聖陽、東出昌大 ほか

総監督 園子温
ロケ地 豊橋駅周辺
出　演 夏帆、満島真之介、冨手麻妙 ほか

演　出 福澤克雄、田中健太
ロケ地 豊橋市役所、駅前大通り、広小路通り など
出　演 役所広司、山﨑賢人、竹内涼真 ほか

監　督 園子温
ロケ地 189通り、神明公園前歩道、豊橋市公会堂 など
出　演 稲垣吾郎、浅野忠信、満島真之介、馬場ふみか ほか

監　督 内田英治
ロケ地 豊橋市役所 など
出　演 平田満、小西貴大、山中雄輔、山本篤士 ほか

監　督 磯部雅一
ロケ地 豊橋市公会堂
出　演 松下由樹、西村和彦、平泉成 ほか
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映画のまち・ロケのまち 豊橋

ロケ地マップロケ地マップ
豊橋市は、ロケの誘致・支援、

ロケ地としてのプロモーションや

映画祭の開催による映画文化の醸成、

次世代の映画人育成など

映画の力で人とまちを元気にする

シティプロモーションに取り組んでいます。

このロケ地マップでは、

豊橋市でロケが行われた様々な作品の

ロケ地を紹介しています。

このマップをもってロケ地を巡りながら

豊橋を楽しんでください。
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映画のまち・ロケのまち豊橋ホームページ

ほの国東三河ロケ応援団ホームページ

連続テレビ小説「エール」のまち！豊橋ホームページ

関連 LINK


