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PM10：30

大田区

観光課

スクリーン・テレビで
いつか見た 風景
大田区には様々な風景があります。
蒲田駅周辺の繁華街の風景、
多摩川の流れる川沿いの風景、
大森･池上の坂道のある風景、
飛行機が間近で見える海沿いの風景･･･。
そしてその風景は映画のスクリーンやテレビドラマなどの
舞台として撮影された時代と共に映し出されています。
町工場、羽田空港、駅前の雑踏、懐かしの商店街････
あなたも大田区にいつか見た風景を探しに出かけてみませんか？

ロケ地見学のマナー
・ロケ地は住民の方々にとっては生活圏内です。大声で
騒ぐ、広がって歩く、路上駐車等はマナー違反です。写
真や動画の撮影の際は民家や住民の方に勝手にカメラ
を向けない、店内や商品などを撮影する際は許可を取る
などの配慮は忘れずに。
・このガイドの情報は令和4年3月現在の情報です。
施設や店舗の営業時間は事前に確認して下さい。
・社会情勢により臨時休業や営業時間が変更となる可能
性があります。事前に各施設･店舗へご確認下さい。

電話

営業時間

定休日

住所

アクセス

表紙：洗足池公園『こちら本池上署』他
©PIXTA
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駅

SCENE.1

前 の雑 踏 の風 景

大正から昭和初期にかけて︑

蒲田駅東口周辺には松竹キネマ蒲田撮影所があり︑

蒲田で約1200本の映画作品が生み出されました︒

様々な鉄道網が交差するこの街はまるで迷路のような

不思議な雰囲気を持ち︑今もどこか懐かしい面影があります︒

VIE
MO NE
E
SC

l
Beautifuer
scen y!

東急プラザ蒲田 屋上かまたえん
『相棒Season19』
『やわらかい生活』2006 映 松竹
『アイホーム』2015 テレビ朝日系 他

「幸せの観覧車」は都内唯一の屋上観覧
車として50年近く地元の人に親しまれる。

Lively!!

屋上10:00-18:00
（12月1日〜2月末日は17:00まで）
ＪＲ蒲田駅南改札、東急線蒲田駅直結
大田区西蒲田7-69-1 東急プラザ蒲田
MAP ▷ D-3

蒲田西口商店街
『下町ロケット（TBS）』他
特徴的なアーケードは昭和の懐か
しい雰囲気が残る。
JR、東急線蒲田駅から徒歩3分
MAP ▷ D-3

蒲田東口商店街
『シン・ゴジラ』他
飲食店が立ち並ぶ賑やかな商店街。
『シン・ゴジラ』の 撮 影 では 約300
名のエキストラで大々的なロケが行
われた。
ＪＲ蒲田駅

蒲田温泉
『昼のセント酒』
2016

東京テレビ系

宴 会 場を備える温 泉 銭 湯。
真っ黒な「黒湯」が特徴。
JR蒲田駅から徒歩10分
大田区蒲田本町2-23-2
MAP ▷ D-3

MAP ▷ D-3

城南信用金庫蒲田支店
『集団左遷!!』

RESTAURANT SCENE

THI THI（ティティ）

「集団左遷!!」では主人公（福
山雅治）が支店長を務める三
友銀行蒲田支店として登場。

『孤独のグルメ Season4』
本格的なベトナム料理が食べられる人気店。
「孤独の
グルメ Season4」で主人公（松重豊)が唸った「海老
の生春巻きと とりおこわ」は絶品。

JR蒲田駅から徒歩4分
大田区蒲田5-26-13
MAP ▷ D-3

03-3731-1549
月曜
平日 17:00-22:00（21:30 LO）
大田区蒲田5-26-6 B1
土・日・祝 12:00-22:00（21:30 LO）
JR蒲田駅から徒歩4分 MAP ▷ D-3

RESTAURANT SCENE

西六郷公園（タイヤ公園）
『やわらかい生活』他
古タイヤの遊具が並ぶ、独特
な景観はとてもユニーク。
京急本線
雑色駅から徒歩10分
大田区西六郷1-6-1
MAP ▷ D-3

4

ロケ地探訪

日本工学院専門学校
蒲田キャンパス

she-Bop terrace（シーバップテラス）

大田区産業プラザ（PiO）

『ドクター X
〜外科医・大門未知子〜
シーズン6』他

『下町ボブスレー』
『下町ロケット（WOWOW）』
『集団左遷!!』

「ドクター X」では東帝大学病
院の外観として登場。好アク
セスな都市型キャンパス。

奇抜な外観と大胆な吹抜け
構造が印象的な施設。

JR蒲田駅から徒歩2分
大田区西蒲田5-23-22
MAP ▷ D-3

京急蒲田駅から徒歩3分
大田区南蒲田1-20-20
MAP ▷ D-4

『おカネの切れ目が恋のはじまり』2020

TBS系

ビルの最上階にあるカジュアルなイタリアン･レストラン。
広々としたテラス席には、料理にも使われている緑豊か
なハーブガーデンがあり、街の喧騒を忘れてゆっくり食
事を堪能できる。
03-5480-5301
日曜･祝日･第1土曜
昼11:30-14:30（14:00 LO）
大田区蒲田5-28-8
夜17:30-22:30（21:30 LO）
she-Bopビル6F
JR、東急線蒲田駅から徒歩6分
京急蒲田駅から徒歩5分 MAP ▷ D-3

大 田 区 観 光 ガ イド
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SCENE.2
VIE
MO NE
E
SC

川

の 流れる風景

多摩川にほど近いこのエリアは長閑な河原や
遠くに望める山々など自然が身近な場所。
鉄道沿線には、昔ながらの商店街もあり、どこか懐かしい風景が今も残ります。

多摩川沿いの風景
『シン・ゴジラ』
『下町ロケット（TBS）』
『ドラゴン桜』
『俺の家の話』
『マエストロ！』
『私の頭の中の消しゴム（SP番組）』2007 日本テレビ系
『集団左遷!!』他
川の流れが望める河川敷や土手沿いの多摩川堤防道路はロケ地の定
番。特に丸子橋が見える風景は多くの作品に登場する。
丸子橋

多摩川浅間神社
『シン・ゴジラ』
『大恋愛〜僕を忘れる君と』
『知ってるワイフ』2021 フジテレビ系
『義母と娘のブルース2020
謹賀新年スペシャル』
2020 TBS系 他
小 高 い 丘 に 立 ち、富 士 山 や 丹 沢、
奥多摩の眺め、眼下には多摩川の
流れがすばらしい。
東急東横線・目黒線・多摩川線
多摩川駅から徒歩2分
大田区田園調布1-55-12
MAP ▷ B-1

l
Beautifuer
scen y!

新田神社
『恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜』
『うちの夫は仕事ができない』2017 日本テレビ系
『ハチミツとクローバー』2008 フジテレビ系 他
破魔矢の発祥の地として知られている神社。こ
れを記念した破魔矢のオブジェの他、石造りの卓
球台もあり参拝後に見て回るのも楽しい。
東急多摩川線武蔵新田駅から徒歩3分
大田区矢口1-21-23 MAP ▷ C-2

キヤノン本社
『半沢直樹（2020）』
『日本沈没-希望のひと-』他
「半沢直樹」では首相官邸の外観な
どとして登場。※見学不可
東急多摩川線下丸子駅から徒歩6分
大田区下丸子3-30-2
MAP ▷ C-2

田園調布駅旧駅舎
『探偵物語』1983 映 東映 他
欧州中世期の古典建築様式
が美しい旧駅舎。街並みが
美しい田園調布で撮影され
る作品は多い。
東急東横線・目黒線
田園調布駅
MAP ▷ A-1
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宝来公園
『梅ちゃん先生』2012 NHK
『電車男』2004 フジテレビ系
自然林を生かし、武蔵野の
面 影をしの ば せ る閑 静 な
公 園。園 内 に は 約70 種
1,500本の花や樹木がある。
東急東横線・目黒線
田園調布駅から徒歩6分
大田区田園調布3-31-1
MAP ▷ B-1

桜

坂

福山雅治の歌の舞台。
春は桜のトンネルになる。
東急多摩川線
沼部駅から徒歩5分
MAP ▷ B-1

RESTAURANT SCENE

中華麺舗 虎

2010

TBS系

『SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿〜』
『ブランケット・キャッツ』2017 NHK 他
数多くのロケが行われ、壁中に貼られた
色紙や作品のポスターを見るのも楽しい。
03-3759-6615
11:00-14:00/17:30-21:00
東急多摩川線武蔵新田駅前
MAP ▷ C-2

火曜（その他不定休あり）
大田区矢口1-6-18

大 田 区 観 光 ガ イド
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池上本門寺
『こちら本池上署』2002 TBS系
『やわらかい生活』
池波正太郎著『鬼平犯科帳 本門寺慕雪』
の舞台、此経難持坂は加藤清正の寄進
と伝わる。関東最古といわれる五重塔も
一見の価値あり。
東急池上線池上駅から徒歩10分、
都営浅草線西馬込駅から徒歩12分
大田区池上1-1-1
MAP ▷ C-3

TEAROOM SCENE

古民家カフェ 蓮月
『私たちはどうかしている』
『未満警察ミッドナイトランナー』
2020

日本テレビ系

2019

テレビ朝日系

『相棒Season18』
『セミオトコ』2019

明神湯
『おかえりモネ』
『ドクター X 〜外科医・大門
未知子〜シーズン2』
2013

テレビ朝日系

『氷の女』
2002

映

アーティストフィルム/日活

他

坂

道 のある風景

武蔵野台地の端に位置するこのエリアは
大小様々の坂道があります。

的な銭湯。

西側が開けた坂の上からは富士山や

東急池上線雪が谷大塚駅から
徒歩14分
大田区南雪谷5-14-7
MAP ▷ B-2

03-6410-5469
11:30-18:00（17:30 LO）
火曜・水曜（その他不定休あり）
大田区池上2-20-11
東急池上線池上駅から徒歩8分
MAP ▷ C-3

SCENE.3

宮 造りの様 式が今も残る典 型

テレビ朝日系 他

1933年に建てられた日本そば屋
を再生した店舗は古き良き日本情
緒がいっぱい。

VIE
MO NE
E
SC

多摩川対岸の高層建築などが望むことができます。

東急池上線 雪が谷大塚駅
『いつかこの恋を思い出して
きっと泣いてしまう』
近くには池上線と東急多摩川線の
車両基地、雪が谷検車区がある。
MAP ▷ B-1

雪谷地域の坂道
『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』
『ナイト・ドクター』2021 フジテレビ系
『義母と娘のブルース2020謹賀新年スペシャル』
この周辺には名前が付いている坂だけで16、実際に
はそれ以上の坂道がある。晴れた日には武蔵小杉の
高層建築物や富士山が良く望める。 MAP ▷ B-2

TEA R O O M S C E N E

珈琲亭 ルアン

『最愛』
『彼女はキレイだった』2021 フジテレビ系
『下町ボブスレー』
『集団左遷!!』
『極主夫道』2020 日本テレビ系 他
懐かしい雰囲気が漂うコーヒー専門店。
温もりある木造りの内装は1971年の創
業当時のまま。
03-3761-6077
平日7:00-19:00/
日・祝7:30-18:00

8
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木曜
大田区大森北1-36-2
JR大森駅東口から徒歩3分
MAP ▷ B-4

平和島公園
『コンフィデンスマンJP』
有料のキャンプ場は、家族でのピクニックに
最適。噴水のある広場では、1日3回美しい
調べが流れる。
京急本線
平和島駅から
徒歩15分
大田区平和島
4-2-2
MAP ▷ B-4

ful
Beaustci enery!

洗足池周辺
『青のSP−学校内警察・
嶋田隆平−』
『二月の勝者−絶対合格の教室−』
『竹内涼真の撮休』
2020

WOWOWプライム

『恋する母たち』2020 TBS系 他
都内屈指の広さを誇る淡水池のあ
る公園。春は桜、秋は紅葉が美しい。
スワンボートもあり、漕ぎながら景
色を楽しむのもおすすめ。
東急池上線洗足池駅から徒歩4分
大田区南千束2-14-5（洗足池公園）
MAP ▷ A-2
大 田 区 観 光 ガ イド
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VIE
MO NE
E
SC

BAKERY S C E N E

海

Crescent&Molly（クレセントアンドモーリー）

SCENE.4

と空 の風 景

羽田空港は日本一の発 着 数を 誇る空の玄関 ︒

空 港を テーマにし た ドラマでは重要 な 舞台で す ︒

かつては漁 業 が盛 ん だった 海 沿いや 海に面 し た

川 沿いの風 景も 多 くの作 品に描 かれ ま す︒

呑

川

『シン・ゴジラ』
『マエストロ！』
『砂の器』
『遠まわりの雨』2010 日本テレビ系

住宅地や工場が立ち並ぶ一帯を流れる
この川沿いでも多くの作品が撮影された。
MAP ▷ D-4

大森ふるさとの浜辺公園

Lively!!

『G線上のあなたと私』2019 TBS系
『おカネの切れ目が恋のはじまり』
平和島にあるおしゃれなパン屋さん。大田
区発祥と言われている揚げパンの他、犬
用のパンも取り扱っている。イートイン時
は犬の同伴可能で愛犬家にも優しいお店。

城南島海浜公園
『ルパンの娘』2019 フジテレビ系
『TOKYOエアポート』2012 フジテレビ系
『GOOD LUCK!!』2003 TBS系 他
空港を離発着する飛行機を間近に眺め
られるスポットして有名。園内の「つば
さ浜」と呼ばれる人工砂浜は東京とは
思えない風景で絵になる。
JR大森駅、京急本線大森海岸駅・
平和島駅などから京急バス
「城南島四丁目」下車 徒歩3分
大田区城南島4-2-2 MAP ▷ C-6

03-6423-0464
火曜・第1月曜
7:00-19:00/日7:00-16:00
大田区大森本町2-7-24
京急本線平和島駅から徒歩7分
MAP ▷ B-4

穴守稲荷神社
『スチュワーデス物語』
『縁側刑事』2013 TBS系 他
立派な社殿の他、無数の鳥居がトンネ
ルのように並ぶ千本鳥居も美しい。
京急空港線穴守稲荷駅から徒歩3分
大田区羽田5-2-7 MAP ▷ D-5

HANEDA INNOVATION
CITY(HICity)
『半沢直樹（2020）』
「先端」と「文化」の2つをまちのコア産
業として、多くの特徴的な機能を内包し
た、未来志向の新たな体験や価値に出
会える場所。屋上には足湯もあり頭上
を飛行機が通過する様子を楽しめる。
京急空港線･東京モノレール天空橋駅から直結
大田区羽田空港1-1-4 MAP ▷ E-5

『ブランケット・キャッツ』
都内初の区立海浜公園。かつての大森
海岸を再現した浜辺。
京急本線平和島駅から徒歩15分
大田区ふるさとの浜辺公園1-1
MAP ▷ C-4

京浜島つばさ公園
『TOKYOエアポート』
『ミス・パイロット』2013 フジテレビ系
『デカワンコ』2011 日本テレビ系
『GOOD LUCK!!』他
空港や飛行機を真正面から見ることが
できる立地のため、ロケ地として有名。
JR大森駅から京急バス
「京浜島海上公園」下車すぐ
大田区京浜島2 MAP ▷ C-6
10
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松竹キネマ

蒲田撮影所の記憶
1920年（大正9年）、歌舞伎に加え映画製作を目指した松竹は初

「松竹大船撮影所」50周年記念作品として作られた「キネマの天

の撮影所として蒲田の地に「松竹キネマ蒲田撮影所」を開設しました。

地」の舞台となったのが「松竹キネマ蒲田撮影所」。作品では当時を

大谷竹次郎社長の掲げた「東洋のハリウッド」のスローガンの下、ハ

偲ばせる精巧なセットを組み、近代映画つくりに青春のすべてを投

リウッドから人材招聘、機材導入、俳優学校創設、映画専門女優の育

げうった映画人が描かれました。現在、撮影所の跡地に建つ大田区

成により映画の近代化に着手しました。1924年（大正13年）撮影

民ホールアプリコ1階には映画に何度も登場した撮影所正門前に架

所長に就任した城戸四郎は監督を頂点とする新たな製作方針と現

けられていた松竹橋の親柱が保存・展示されています。更に、同

実的でヒューマンに訴える内容の映画を目指しました。これが「松竹

ホール地下1階の撮影所全体のジオラマ（松竹より1999年寄贈）

蒲田調」として日本映画に一時代を築いたのです。蒲田撮影所は日

は当時の光景を克明に描き出しています。現在の蒲田の街には撮

本を代表する映画人を輩出、小津安二郎の戦前最高傑作「大人の見

影所だけではなく映画館の姿も消えてしまいました。しかし蒲田を

る繪本、生れてはみたけれど」、国産初の全編トーキー映画「マダム

始め大田区は様々な映画、テレビドラマのロケ地として登場し「キネ

と女房」
（五所平之助監督）等を世に送りました。その後、映画の黄

マの天地」として多くの映像ファンに愛され続けています。そして

金時代を迎える過程で撮影所が手狭となったため、1936年（昭和

JR蒲田駅の発車メロディが撮影所の所歌だった「蒲田行進曲」。こ

11年）に現在の鎌倉市大船に撮影所移転、16年間の松竹蒲田の歴

のことが蒲田と映画の絆の深さを今に伝えています。

史は幕を閉じました。蒲田撮影所で製作された作品は1,200本を
超え、蒲田は「キネマの天地」に相応しい街として発展しました。

あの日・あの時・あの場所を思い出す―このガイドで紹介した―

大田区が舞台になった映画・ドラマ
公開年

タイトル

1974 砂の器

主な出演者

丹波哲郎／加藤剛

配給または放映

映

松竹

公開年

タイトル

主な出演者

2019 集団左遷!!

配給または放映

福山雅治／香川照之

堀ちえみ／風間杜夫

TBS系

2019 ドクター X

2005 ドラゴン桜

阿部寛／長谷川京子

TBS系

2020 半沢直樹（2020）

堺雅人／賀来賢人

2011 下町ロケット（WOWOW）

三上博史／寺島しのぶ

2020 私たちはどうかしている

浜辺美波／横浜流星

日本テレビ系

2014 下町ボブスレー

青柳翔／南沢奈央

2020 相棒Season19

水谷豊／反町隆史

テレビ朝日系

2014 孤独のグルメSeason4

松重豊

2021 青のSP- 学校内警察・嶋田隆平 -

藤原竜也／真木よう子

フジテレビ系

2015 下町ロケット（TBS）

阿部寛／土屋太鳳

2021 俺の家の話

長瀬智也／戸田恵梨香

TBS系

2015 マエストロ!

松坂桃李／西田敏行

映

松竹

2021 おかえりモネ（東京編）

清原果耶／内野聖陽

2016 シン・ゴジラ

長谷川博己／竹野内豊

映

東宝

2021 日本沈没−希望のひと−

小栗旬／松山ケンイチ

TBS系

2016

有村架純／高良健吾

フジテレビ系

2021 最愛

吉高由里子／松下洸平

TBS系

2018 コンフィデンスマンJP

長澤まさみ／小日向文世

フジテレビ系

2021 二月の勝者−絶対合格の教室−

柳楽優弥／井上真央

日本テレビ系

2018 大恋愛〜僕を忘れる君と

戸田恵梨香／ムロツヨシ

TBS系

2021 恋です！〜ヤンキー君と白杖ガール〜

杉咲花／杉野遥亮

日本テレビ系

いつかこの恋を思い出して
きっと泣いてしまう

WOWOW
NHK
テレビ東京系
TBS系

映 映画
12

TBS系

1983 スチュワーデス物語

〜外科医・大門未知子〜
米倉涼子／内田有紀
シーズン6

ロケ地探訪

テレビ朝日系
TBS系

NHK

テレビドラマ
大 田 区 観 光 ガ イド
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大田区

ロケ地探訪

大田区観光情報センター
大田区蒲田4-50-11ウィングキッチン京急蒲田M2階
03-6424-7288
https://tokyoactivity.com/ja/

一般社団法人大田観光協会
大田区南蒲田1-20-20 大田区産業プラザ２階
03-3734-0202
https://www.o-2.jp

大田区公式観光サイト

https://ota-tokyo.com/ja/
令和4年3月発行

