
種類 作品名 主な出演者（敬称略） 公開/放映（予定含む） 撮影エリア 備考

ドラマ フジテレビドラマ「スタンドUPスタート」第5～6話 竜星涼、小泉孝太郎 2023年2月15日・22日 長崎市 風景撮影

ドラマ フジテレビドラマ「イチケイのカラス」 竹野内豊、黒木華 2023年1月14日 映像素材提供

アニメ アニメ「REVENGER」 笠間淳、梅原裕一郎 2023年1月5日～ 長崎市

ドラマ NHK朝の連続テレビ小説「舞いあがれ！」 福原遥、永作博美、高橋克典 2022年10月3日～ 五島市、新上五島町

映画 映画「サバカン SABAKANN」 番家一路、原田琥之佑、草彅剛 2022年8月19日
長与町、時津町、西海市、長

崎市、雲仙市

TV-CM マクドナルドTV-CM 蒔田彩珠 2022年6月7日～ 島原市、諫早市

映画 映画「シン・ウルトラマン」 斎藤工、長澤まさみ 2022年5月13日 美術装飾協力

ドラマ NHKドラマ「17才の帝国」 神尾楓珠、山田杏奈、星野源 2022年5月7日～ 佐世保市

映画 映画「軍艦少年」 佐藤寛太、加藤雅也 2021年12月10日 長崎市

映画 映画「祈り　－幻に長崎を想う刻(とき)ー」 高島礼子、黒谷友香 2021年8月20日 長崎市、川棚町、波佐見町

映画 映画「のさりの島」 藤原季節、原知佐子 2021年5月29日 諫早市、南島原市

ドラマ フジテレビドラマ「イチケイのカラス」 竹野内豊、黒木華 2021年4月5日～ 美術装飾協力

ドラマ NHK大河ドラマ「青天を衝け」第2話 吉沢亮、草彅剛 2021年2月21日 長崎市 風景撮影

アニメ アニメーション映像「URVAN」 ※無声作品 2021年2月12日 佐世保市

映画 映画「天外者」 三浦春馬、三浦翔平、西川貴教 2020年12月11日 長崎市 風景撮影

アニメ アニメ「巨神と氷華の城(きょしんとひょうかのしろ)」 大谷祐貴、松岡禎丞 2020年8月8日～ 南島原市 宣伝協力

映画 映画「マチネの終わりに」 福山雅治、石田ゆり子 2019年11月1日 美術装飾協力

映画 映画「最高の人生の見つけ方」 吉永小百合、天海祐希 2019年10月11日 長崎市、五島市

ドラマ TBSドラマ「Heaven?ご苦楽レストラン」 石原さとみ 2019年9月10日 佐世保市 映像素材提供

ドラマ 韓国SBSドラマ「怪しい義母」 キム・ヘソン、シンタウン 2019年8月(韓国) 諫早市、雲仙市

映画 映画「こはく」 井浦新、大橋彰(アキラ100%) 2019年7月6日
長崎市、佐世保市、大村市、

川棚町

TV-CM じゃらんTV-CM にゃらん 2019年7月1日～ 長崎市

ドラマ ＮＨＫドラマ「浮世の画家」 渡辺謙 2019年3月24日 長崎市

ドラマ ＮＨＫ長崎地域発ドラマ「かんざらしに恋して」 貫地谷しほり、遠藤憲一 2019年2月6日 島原市、南島原市

TV-CM 岩崎本舗TV-CM 塩田みう 2019年1月～ 長崎市、大村市、佐世保市

アニメ アニメ「色づく世界の明日から」 石原夏織、本渡楓 2018年10月5日～ 長崎市

アニメ アニメ「アンゴルモア元寇合戦記」 小野友樹、Lynn 2018年7月10日～ 対馬市

映画 映画「OVER DRIVE」 東出昌大、新田真剣佑、森川葵 2018年6月1日 平戸市

ドラマ
フジテレビドラマ「ストリートワイズ・イン・ワンダーラ

ンド ～事件の方が放っておかない探偵～」
安藤政信、池田エライザ 2018年3月26日 壱岐市

映画 映画「坂道のアポロン」 知念侑李、小松菜奈、中川大志 2018年3月10日 佐世保市、長崎市

ドラマ ＮＨＫドラマ「全力失踪」第7話 原田泰造 2017年10月15日 長崎市

映画 映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」 山田涼介、西田敏行 2017年9月23日 長崎市

ドラマ 日本テレビ「地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子
スペシャル」

石原さとみ 2017年9月20日 長崎市 風景撮影

映画 映画「沈黙　－サイレンスー」
アンドリュー・ガーフィールド、リーアム・ニー

ソン、アダム・ドライヴァー
2017年1月21日(日本)

ロケハン場所：長崎市、雲仙
市

脚本取材協力

TV-CM 大塚製薬「カロリーメイト」TV-CM 村上虹郎・神野三鈴 2016年12月～ 長崎市

ドラマ TBS「女取調官」4 賀来千香子 2016年7月25日 長崎市、大村市、五島市

ドラマ
フジテレビドラマ「モンタージュ　～三億円奇譚～」

前編・後編
福士蒼汰、芳根京子 2016年6月25日・26日 長崎市

ドラマ NHK土曜ドラマ「逃げる女」第1～6話 水野美紀、仲里依紗、賀来賢人 2016年1月9日～（全6話） 佐世保市、松浦市、平戸市

TV-CM 長崎バスTV-CM 役所広司 2016年1月～ 長崎市

映画 映画「母と暮せば」 吉永小百合、二宮和也 2015年12月12日 長崎市

映画
映画「進撃の巨人 ATTACK ON TITAN　エンド オ

ブ ザ ワールド」(後編)
三浦春馬、水原希子 2015年9月19日 長崎市(端島)

映画 映画「ヒロイン失格」 桐谷美玲、山崎賢人、坂口健太郎 2015年9月19日 佐世保市(ハウステンボス)

映画
映画「S　-最後の警官-  奪還RECOVERY OF OUR

FUTURE」
向井理、綾野剛 2015年8月29日 佐世保市・西海市

映画 映画「進撃の巨人 ATTACK ON TITAN」(前編) 三浦春馬、水原希子 2015年8月1日 長崎市(端島)

ドラマ タイドラマ「きもの秘伝」 バード・トンチャイ 2015年5月～(タイ) 佐世保市(ハウステンボス)

映画 映画「風に立つライオン」 大沢たかお、真木よう子 2015年3月14日
長崎市、五島市、佐世保市

(宇久島)

映画 映画「くちびるに歌を」 新垣結衣 2015年2月28日
長崎市、五島市、新上五島

町、長与町

ドラマ NHKBSプレミアムドラマ「だから荒野」第1～8話 鈴木京香 2015年1月11日～（全8話） 長崎市

ドラマ NHK大河ドラマ「花燃ゆ」 井上真央、伊勢谷友介 2015年1月4日(第1話) 長崎市

映画 映画「アオハライド」 本田翼、東出昌大 2014年12月13日 長崎市

映画 映画「捨てがたき人々」 大森南朋 2014年6月7日 五島市

★長崎県フィルムコミッションが2002年1月設立以降、支援した主な作品リスト（年代順に掲載/2023年3月現在）



ドラマ TBS月曜ゴールデン「警視庁南平班　七人の刑事7」 村上弘明、鈴木一真 2014年6月2日 長崎市、西海市、佐世保市

映画 映画「ペコロスの母に会いに行く」 岩松了、赤木春恵 2013年11月16日
長崎市、雲仙市、佐世保市、

諫早市

映画 タイ映画「ハシマプロジェクト」(“Hashima Project”) ピラット・ニティパイサーンクン(マイ/マイク） 2013年10月30日(タイ)
長崎市、大村市、川棚町、佐

世保市

映画 映画「ウルヴァリン:SAMURSAI」 ヒュー・ジャックマン 2013年9月13日(日本) 長崎市

ドラマ テレビ東京ドラマ「明日のマドレーヌ」 宮崎香蓮、斉藤 由貴 2013年7月27日 長崎市、諫早市

映画 映画「爆心　長崎の空」 北乃きい、稲森いずみ 2013年7月13日 長崎市

映画 映画「池島譚歌」 金子昇、富永沙織 2013年6月1日 長崎市

映画 映画「横道世之介」 高良健吾、吉高由里子 2013年2月23日 長崎市

ドラマ ＮＨＫドキュメンタリードラマ「ペコロス、母に会いに行く」 イッセー尾形、草村礼子 2013年2月17日 長崎市

映画 映画「007 スカイフォール」 ダニエル・クレイグ、ハビエル・バルデム 2012年12月1日 (日本) ロケハン場所：長崎市(端島)

ドラマ テレビ朝日「法医学教室の事件ファイル35」 名取裕子、宅麻伸 2012年12月1日 長崎市、大村市、佐世保市

ドラマ ＮＨＫ「書店員ミチルの身の上話」第1話 戸田恵梨香 2013年1月8日 長崎市

ドラマ TBS月曜ゴールデン「窓際太郎の事件簿２４」 小林稔侍 2012年11月12日 長崎市

映画 映画「あなたへ」 高倉健 2012年8月25日 長崎市、佐世保市、平戸市

ドラマ
テレビ東京「刑事藤原伝吉の事件簿　長崎雲仙湯

煙地獄」
松平健、斉藤慶子 2012年6月6日 長崎市・時津町

映画 映画「この空の花　長岡花火物語」 松雪泰子、高嶋政宏 2012年5月12日 長崎市

アニメ アニメ「坂道のアポロン」 木村良平、細谷佳正、南里侑香 2012年4月～ 佐世保市

ドラマ
TBS木曜連続ドラマ「ランナウェイ～愛する君のた

めに」第１話
市原隼人、塚本高史、上田竜也、菅田将暉 2011年10月27日 長崎市

ドラマ ＮＨＫ土曜ドラマスペシャル「蝶々さん」 宮崎あおい、イーサン・ランドリー 2011年11月19日・26日 長崎市

ドラマ
ＴＢＳ月曜ゴールデン「西村京太郎サスペンス探偵

左文字進15」
水谷豊、戸田恵子 2011年7月18日 長崎市、西海市、佐世保市

ドラマ フジテレビ「故郷～娘の旅立ち～」 松平健、堀北真希 2011年7月5日 新上五島町

ドラマ
ＮＨＫ日仏国際共同製作ドキュメンタリードラマ「カ

ティアとモーリス」(“Volcano Devils”)
マティアス・ムレクス、クロード・ペロン 2011年6月4日・18日 島原市

ドラマ フジテレビ浅見光彦スペシャル「棄霊島（きれいじま）」 中村俊介、榎木孝明、野際陽子
2011年5月6日・7日（2夜

連続）
長崎市

ドラマ TBS日曜劇場「ＪＩＮ　－仁－」 大沢たかお、綾瀬はるか 2011年4月17日～ 長崎市

ドラマ TBS「女取調官」 賀来千香子 2011年1月24日 長崎市

映画 映画「信さん　炭坑町のセレナーデ」 小雪、池松壮亮 2010年11月27日 長崎市

映画 映画「悪人」 妻夫木聡、深津絵里 2010年9月11日
長崎市、平戸市、雲仙市、五

島市

ドラマ NHK大河ドラマ「龍馬伝」第3部 福山雅治、香川照之 2010年7月18日～ 長崎市、大村市、佐世保市

ドラマ フジテレビ「浅見光彦シリーズ37　長崎殺人事件」 中村俊介、前田亜季 2010年4月30日 長崎市

映画 映画「赤い糸」 溝端淳平、南沢奈央 2008年12月20日 長崎市

ドラマ TBS「水戸黄門　第39部」 里見浩太朗 2008年12月15日 長崎市

ドラマ フジテレビ「赤い糸」 溝端淳平、南沢奈央 2008年12月6日 長崎市

映画 映画「まぼろしの邪馬台国」 吉永小百合、竹中直人 2008年11月1日 島原市

映画 映画「同窓会」 宅間孝行、永作博美 2008年8月16日 島原市

映画 映画「奈緒子」 上野樹里、三浦春馬、笑福亭鶴瓶 2008年2月16日 壱岐市、長崎市

映画 映画「7月24日通りのクリスマス」 大沢たかお、中谷美紀 2006年11月3日 長崎市

映画 映画「長州ファイブ」 松田龍平、山下徹大 2006年10月22日 長崎市

映画 笑う大天使(ミカエル) 上野樹里、関めぐみ、平愛梨 2006年7月15日 佐世保市(ハウステンボス)

映画 映画「風のダドゥ」 榎木孝明、勝野洋 2006年5月13日 長崎市

ドラマ テレビ朝日「富豪刑事デラックス」 深田恭子
2006年4月21日～（全12

話）
佐世保市

ドラマ テレビ朝日「愛と死を見つめて」 草彅剛、広末涼子
2006年3月18日、19日

（2夜連続）
長崎市

ドラマ 日本テレビ「神はサイコロを振らない」 小林聡美、ともさかりえ 2006年1月18日 大村市

映画 映画「釣りバカ日誌16  浜崎は今日もダメだった♪♪」 西田敏行、三國連太郎 2005年8月27日 佐世保市、長崎市

映画 映画「いつか読書する日」 田中裕子、岸部一徳 2005年7月2日 長崎市

映画 映画「69 sixty nine」 妻夫木聡、安藤政信 2004年7月10日 佐世保市

ドラマ フジテレビ「愛し君へ」 菅野美穂・藤木直人 2004年4月19日～ 長崎市

ドラマ テレビ朝日「新・科捜研の女」 沢口靖子・内藤剛志 2004年4月15日 長崎市・野母崎町

ドラマ ＴＢＳ「浅見光彦シリーズ19　長崎殺人事件」 沢村一樹・宝生舞 2004年4月12日 長崎市・島原市

ドラマ ＴＢＳ「砂の器」 中居正広・松雪泰子・渡辺謙 2004年3月7日 長崎市 実景撮影

ドラマ ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「てるてる家族」 石原さとみ・岸谷五朗・浅野ゆう子
2003～2004年　第1週

及び第22週
佐世保市

ドラマ 土曜ワイド劇場「お祭り弁護士澤田吾朗」 高嶋政伸 2004年1月24日 長崎市

映画 映画「解夏(げげ)」 大沢たかお、石田ゆり子 2004年1月17日 長崎市

ドラマ ＮＨＫ正月番組「大友宗麟」 松平健・大鶴義丹 2004年1月12日 長崎市



ドラマ ＴＶ東京正月番組「竜馬がゆく」 市川染之介 2004年1月4日
長崎市・西彼町・佐世保市

(ハウステンボス)

映画 映画「精霊流し」 内田朝陽、松坂慶子 2003年12月13日 長崎市・諫早市・東彼杵町

映画 映画「ラストサムライ」 トム・クルーズ、渡辺謙 2003年12月6日(日本) 佐世保市

ドラマ NHK「精霊流し」 坂口憲二 2003年11月11日 長崎市

映画 映画「バトル・ロワイアルII 鎮魂歌」 藤原竜也、前田愛 2003年7月5日 崎戸町

ドラマ TBSスペシャルドラマ「龍神町龍神十三番地」 佐藤浩市・高島礼子 2003年6月26日 五島(福江島)

ドラマ 東映「仮面ライダーファイズ」 半田健人 2003年1月26日 島原市、深江町

ドラマ 朝日放送「混浴温泉風呂シリーズ」 古谷一行・木の実ナナ・火野正平 2002年12月21日 長崎市

ドラマ テレビ東京「長崎異人館の死線」　 高嶋政伸・菊地麻衣子 2002年5月29日 雲仙市


