
尾道ロケ映画（劇場公開映画）リスト

公開 タイトル 製作/配給 監督 出演

1 1929 波浮の港 日活 木藤　茂 徳川良子・竹久新・沢蘭子

2 1939 女の教室　学校の巻　七つの仏 東宝 阿部　豊 千葉早智子・里見藍子・原節子

3 1946 恋三味線 大映 野淵　昶 嵐寛寿郎・羅門光三郎

4 1949 薔薇はなぜ紅い 松竹 大曽根　辰夫 浜田百合子・鶴田浩二

5 1953 東京物語 松竹 小津　安二郎 笠智衆・原節子

6 1954 放浪記 東映 久松　静児 角梨枝子・岡田英次・飯田蝶子

7 1954 女の暦 新東宝 久松　静児 田中絹代・杉葉子・香川京子

8 1957 素足の娘 日活 阿部　豊 南田洋子・長門裕之

9 1957 集金旅行 松竹 中村　登 佐田啓二・岡田茉莉子

10 1958 悲しみは女だけに 大映 新藤　兼人 田中絹代・京マチ子・宇野重吉

11 1959 暗夜行路 東宝 豊田　四郎 池辺良・山本富士子

12 1960 裸の島 近代映画協会 新藤　兼人 殿山泰司・乙羽信子

13 1962 左ききの狙撃者　東京湾 松竹 野村　芳太郎 石崎二郎・榊ひろみ

14 1962 憎いあンちくしょう 日活 蔵原　惟繕 石原裕次郎・浅丘ルリ子

15 1962 ぶらりぶらぶら物語 東宝 松山　善三 小林桂樹・高峰秀子

16 1962 はだしの花嫁 松竹 番匠　義彰 倍賞千恵子・寺島達夫

17 1963 波浮の港 日活 斎藤　武市 吉永小百合・浜田光夫

18 1964 うず潮 日活 斎藤　武市 吉永小百合・奈良岡朋子

19 1965 馬鹿っちょ出船 松竹 桜井　秀雄 都はるみ・竹脇無我・香山美子

20 1969 かげろう 近代映画協会・松竹 新藤　兼人 乙羽信子・富士真沙子

21 1972 故郷 松竹 山田　洋次 井川比佐志・倍賞千恵子

22 1978 お嫁にゆきます ホリ企画/東宝 西河　克巳 森昌子・大和田獏

23 1979 神様のくれた赤ん坊 松竹 前田　陽一 桃井かおり・渡瀬恒彦

24 1982 転校生 日テレ・ATG/松竹 大林　宣彦 小林聡美・尾美としのり

25 1983 男はつらいよ　口笛を吹く寅次郎 松竹 山田　洋次 渥美清・倍賞千恵子・竹下景子

26 1983 時をかける少女 角川春樹事務所/東映 大林　宣彦 原田知世・高柳良一

27 1985 さびしんぼう 東宝映画・アミューズ/東宝 大林　宣彦 富田靖子・尾美としのり

28 1986 幕末青春グラフティ　Ronin　坂本竜馬 東京放送・電通/東宝 河合　義隆 武田鉄矢・吉田拓郎

29 1986 落葉樹 丸井工文社、近代映画協会 新藤　兼人 小林桂樹・乙羽信子

30 1986 日本殉情伝　おかしな二人　ものくるほしきひとびとの群れ フィルムリンク 大林　宣彦 竹内力・南果歩・三浦友和

31 1986 彼のオートバイ、彼女の島 角川春樹事務所/東宝 大林　宣彦 原田貴和子・竹内力

32 1986 犬死にせしもの 松竹 井筒　和幸 真田広之、佐藤浩市、安田成美

33 1988 野ゆき山ゆき海べゆき 日テレ・バップ/ATG 大林　宣彦 鷲尾いさ子・林泰文

34 1991 ふたり ギャラック・PSC・NHK 大林　宣彦 石田ひかり・中嶋朋子

35 1992 濹涷綺譚 近代映画協会・ATG 新藤　兼人 津川雅彦・墨田ユキ

36 1995 あした アミューズ・PSC・プライドワン 大林　宣彦 高橋かおり・林泰文

37 1997 瀬戸内ムーンライト・セレナーデ 松竹・オフィストゥワン・フジテレビ 篠田　正浩 長塚京三・岩下志麻・羽田美智子

38 1999 あの夏の日　-とんでろじいちゃん－ PSC・プライドワン/東映 大林　宣彦 小林桂樹・厚木拓郎・勝野雅奈恵

39 2000 マヌケ先生 中国放送・バンダイビジュアル・PSC/PSC 大林　宣彦 三浦友和・谷啓・南野陽子

40 2000 三文役者 近代映画協会 新藤　兼人 竹中直人、荻野目慶子

41 2002 八月の幻
キングレコード・ギャガ･コミュニケーションズ

/ギャガ･コミュニケーションズ
鈴木　浩介 仲根かすみ・水橋研二

42 2005 ちゃんこ ドリームワン サトウトシキ 須藤温子・渡部篤郎・西田尚美・東貴博

43 2005 男たちの大和/YAMATO
2005『男たちの大和／YAMATO』製作委員会

／東映
佐藤　純彌 反町隆史・中村獅童・仲代達矢

44 2007 転校生　さよならあなた 角川映画・日本映画ファンド 大林　宣彦 蓮佛美沙子・森田直幸

45 2008 石内尋常高等小学校　花は散れども 近代映画協会・シネカノン 新藤　兼人 柄本　明、大竹しのぶ、豊川悦司

46 2012 瀬戸内海賊物語 瀬戸内海賊物語制作委員会/松竹 大森　研一 柴田杏花、伊澤柾樹、葵わかな

47 2013 潔く柔く 「潔く柔く」製作委員会/東宝 新城　毅彦 長澤まさみ、岡田将生、波瑠

48 2014 スーパーローカルヒーロー 映画「れいこう堂」製作委員会 田中　トシノリ

49 2015 探偵ミタライの事件簿　星籠（せいろ）の海 映画「星籠の海」製作委員会/東映 和泉　聖治 玉木宏、広瀬アリス、石田ひかり

50 2015 乱死怒町より愛を吐いて PUNK　FILM 島田　角栄 後藤まりこ、KONTA

51 2016 雪女 和エンタテインメント 杉野　希妃 杉野希妃、青木崇高、山口まゆ、佐野史郎

52 2017 こいのわ婚活クルージング 「こいのわ」製作委員会.／KADOKAWA 金子　修介 風間杜夫、片瀬那奈、藤田朋子

53 2017 望郷 エイベックス・デジタル 菊池　建雄 貫地谷しほり、大東俊介、木村多江

54 2018 嘘を愛する女 「嘘を愛する女」製作委員会／東宝 中江　和仁 長澤まさみ、高橋一生、DAIGO、川栄李奈

55 2018 ロッキン・ハート・ブレイカーズ 島田　角栄 中田彩葉、川本三吉

56 2020 海辺の映画館　キネマの玉手箱 アスミック・エース 大林　宣彦 厚木拓郎、吉田玲

57 2021 逆光 FOL 須藤蓮 須藤蓮

※2021.11おのみちフィルム・コミッション調べ


