
複写・転載禁止 富山県ゆかりの映画作品一覧（稿） （作成　高志の国文学館）

№ タイトル 主なロケ地等 監督名 主な出演者 公開年 備考

1 雪崩 黒部市（宇奈月） 新藤兼人
藤田進、水戸光子、
乙羽信子、菅井一郎

1952年 脚本：新藤兼人

2 あなたと共に 黒部市（宇奈月） 大庭秀雄
岸恵子、佐田啓二、
高橋貞二、紙京子

1955年
原作：水木洋子
脚色：柳井隆雄

3 こぶしの花の咲くころ 高岡市 家城巳代治
中原ひとみ、紙京子、
北原隆、桑野みゆき

1956年
原作：畔柳二美
脚色：金子精吾、家城巳代治

4 青い花の流れ 黒部市（宇奈月）、富山市 原研吉
岡田茉莉子、小山明子、
高橋貞二、渡辺文雄

1957年
原作：舟橋聖一
脚色：沢村勉

5 新日本珍道中（西日本の巻） 富山市
近江俊郎
曲谷守平

高島忠夫、宇津井健、
中山昭二、日比野恵子

1958年
原案：伊藤基彦
脚本：川内康範、近江俊郎、曲谷守平

6 果しなき欲望 高岡市 今村昌平
長門裕之、中原早苗、
渡辺美佐子、殿山泰司

1958年
原作：藤原審爾
脚本：鈴木敏郎、今村昌平

7 吹雪と共に消えゆきぬ 立山町（弥陀ヶ原） 木村恵吾
高峰三枝子、山田五十鈴、
宇野重吉、森雅之

1959年 脚本：田中澄江、木村恵吾

8 雪崩の中の花嫁 立山町（天狗平､弥陀ヶ原）､
富山市

浅野辰雄
池内淳子、和田桂之助、
佐藤正三郎、大町文夫

1959年 脚本：浅野辰雄、西沢治

9 朱の花粉 富山市（大沢野） 大庭秀雄
有馬稲子、佐田啓二、
山内明、津川雅彦

1960年
原作：舟橋聖一
脚本：柳井隆雄、大庭秀雄、高橋治

10 幌馬車は行く 立山町（天狗平､立山高原）､
富山市、氷見市

野口博志
赤木圭一郎、笹森礼子、
芦田伸介、水島道太郎

1960年
原作：中江良夫
脚色：直居欽哉、窪田篤人

11 黒い画集　ある遭難 立山連峰 杉江敏男
伊藤久哉、土屋嘉男、
児玉清、香川京子

1961年
原作：松本清張『遭難』
脚色：石井輝男

12 山男の歌 立山町 村山三男
藤巻潤、三条江梨子、
小林勝彦、近藤美恵子

1962年 脚本：勝目貴久、千葉茂樹

13 山の讃歌　燃ゆる若者たち 立山町、富山市 篠田正浩
山村聡、山田五十鈴、
田村高廣、岩下志麻

1962年
原作：有馬頼義『三人の息子』
脚色：白坂依志夫

14 車掌物語　旅は道づれ 富山市 春原政久
小沢昭一、清水まゆみ、
藤村有弘、新井麗子

1962年
原作：牧野不二夫、岸宏子、鈴木新吾、山田万亀
脚色：中川一

15 危険な商売　鉛をぶちこめ 朝日町（泊町） 斎藤武市
宍戸錠、中原早苗、
金子信雄、内田良平

1962年
原作：北見氷太郎『償いは鉛で』
脚色：甲斐久尊

16 あらくれ荒野 黒部市（宇奈月） 酒井辰雄
寺島達夫、桑野みゆき、
田村高廣、高千穂ひづる

1963年 脚本：長谷川公之、長谷和夫

17 執炎 南砺市（上平村） 藏原惟繕
浅丘ルリ子、芦川いづみ、
伊丹十三、平田大三郎

1964年
原作：加茂菖子
脚色：山田信夫

18 大悪党作戦 黒部市（宇奈月） 石井輝男
高英男、アントニオ古賀、
宍戸錠、吉田輝雄

1966年 脚本：石井輝男

19 千曲川絶唱 富山市 豊田四郎
北大路欣也、星由里子、
平幹二朗、田中邦衛

1967年 脚本：松山善三

20 燃える雲 富山市（富山空港） 野村孝
渡哲也、高橋英樹、
宍戸錠、二谷英明

1967年
原作：福本和也『航空検察官』
脚本：藤井鷹史、蘇武道夫、小川英

21 ハナ肇の一発大冒険 富山市（岩瀬浜） 山田洋次
ハナ肇、倍賞千恵子、
入川保則、犬塚弘

1968年 脚本：山田洋次、宮崎晃

22 黒部の太陽 立山町（黒部ダム） 熊井啓
滝沢修、三船敏郎、
石原裕次郎、志村喬

1968年
原作：木本正次
脚色：井手雅人、熊井啓

23 父ちゃんのポーが聞こえる 高岡市 石田勝心
小林桂樹、吉沢京子、
吉行和子、佐々木勝彦

1971年
原作：松本則子『父ちゃんのポーが聞こえる　則子、
原作：その愛と死』
脚本：笠原良三

24 砂の器 南砺市（五箇山） 野村芳太郎
丹波哲郎、森田健作、
加藤剛、島田陽子

1974年
原作：松本清張
脚本：橋本忍、山田洋次

25 はなれ瞽女おりん 氷見市 篠田正浩
岩下志麻、原田芳雄、
奈良岡朋子、神保共子

1977年
原作：水上勉
脚本：長谷部慶次、篠田正浩

26 野性の証明 南砺市（利賀村） 佐藤純彌
高倉健、中野良子、
薬師丸ひろ子、夏木勲

1978年
原作：森村誠一
脚本：高田宏治

27 炎の舞 南砺市（平村） 河崎義祐
山口百恵、三浦友和、
木暮実千代、能勢慶子

1978年
原作：加茂菖子『執炎』
脚本：山田信夫、澁谷正行

28 白昼の死角 氷見市 村川透
夏木勲、竜崎勝、
中尾彬、岸田森

1979年
原作：高木彬光
脚本：神波史男

29 トラック野郎　熱風5000キロ 魚津市 鈴木則文
菅原文太、愛川欽也、
せんだみつお、小野みゆき

1979年 脚本：掛札昌裕、中島信昭、鈴木則文

30 夜叉ヶ池 南砺市（縄ヶ池） 篠田正浩
坂東玉三郎、加藤剛、
山崎努、丹阿弥谷津子

1979年
原作：泉鏡花
脚本：田村孟、三村晴彦

31 飛鳥へ　そしてまだ見ぬ子へ 砺波市（庄川町） 木下亮
竹下景子、名高達郎、
大和田伸也、寺田農

1982年
原作：井村和清
脚本：鈴木尚之

32 疑惑 射水市、富山市 野村芳太郎
桃井かおり、岩下志麻、
鹿賀丈史、柄本明

1982年
原作・脚色：松本清張
脚本：古田求、野村芳太郎

33 螢川 富山市、高岡市 須川栄三
三國連太郎、十朱幸代、
坂詰貴之、沢田玉恵

1987年
原作：宮本輝
脚本：中岡京平、須川栄三

34 ファンシイダンス 南砺市（瑞泉寺） 周防正行
本木雅弘、鈴木保奈美、
甲田益也子、竹中直人

1989年
原作：岡野玲子
脚本：周防正行

35 少年時代 入善町、朝日町ほか 篠田正浩
藤田哲也、堀岡裕二、
岩下志麻、山崎勝久

1990年
原作：柏原兵三『長い道』、藤子不二雄Ⓐ
脚本：山田太一
第14回日本アカデミー賞最優秀作品賞

36 ヒルコ　妖怪ハンター 朝日町 塚本晋也
沢田研二、工藤正貴、
上野めぐみ、余貴美子

1991年
原作：諸星大二郎「海竜祭の夜」
脚本：塚本晋也

37 江戸川乱歩劇場　押繪と旅する男 魚津市 川島透
浜村純、鷲尾いさ子、
藤田哲也、天本英世

1994年
原作：江戸川乱歩
脚本：薩川昭夫、川島透

38 草刈り十字軍 富山市（大山） 吉田一夫
加藤剛、香野百合子、
上澤津孝、櫻井淳子

1997年
原作：足立原貫、野口伸『山へ入って草を刈ろう―
原作：「草刈り十字軍」17年の軌跡』
脚本：吉田一夫

39 秘密 立山町
滝田洋二郎

（高岡市出身）
広末涼子、小林薫、
金子賢、石田ゆり子

1999年
原作：東野圭吾
脚本：斉藤ひろし
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転載禁止 （作成　高志の国文学館）

№ タイトル 主なロケ地等 監督名 主な出演者 公開年 備考

40 黒い家 高岡市、砺波市 森田芳光
内野聖陽、大竹しのぶ、
西村雅彦、田中美里

1999年
原作：貴志祐介
脚本：大森寿美男

41 ホワイトアウト 立山町（黒部ダム） 若松節朗
織田裕二、松嶋菜々子、
石黒賢、佐藤浩市

2000年
原作：真保裕一
脚本：真保裕一、長谷川康夫、飯田健三郎

42 赤い橋の下のぬるい水 氷見市 今村昌平
役所広司、清水美砂、
中村嘉葎雄、ミッキーカーチス

2001年
原作：辺見庸
脚本：冨山元文、天願大介、今村昌平、杉山美枝

43 釣りバカ日誌　13　ハマちゃん危機一髪！ 富山市、黒部市、南砺市
ほか

本木克英
（富山市出身）

西田敏行、三國連太郎、
鈴木京香、浅田美代子

2002年
原作：やまさき十三、北見けんいち
脚本：山田洋次、朝間義隆

44 DRIVE 高岡市 ＳＡＢＵ
堤真一、柴咲コウ、
大杉漣、安藤政信

2002年 脚本：SABU

45 ｂｌｕｅ 高岡市 安藤尋
市川実日子、小西真奈美、
今宿麻美、仲村綾乃

2003年
原作：魚喃キリコ
脚色：本調有香

46 逢いたい
滑川市、上市町、
南砺市（井波）ほか

淺井康博
（滑川市出身）

淺井康博、塚本里奈、
長澤奈央

2003年
原案：淺井康博
脚本：我妻正義、よしだあつこ、小林要、八木欣也、
脚本：淺井康博

47 ミラーを拭く男 高岡市 梶田征則
緒形拳、栗原小巻、
辺土名一茶、国仲涼子

2004年 脚本：梶田征則

48 透光の樹 富山市、高岡市 根岸吉太郎
秋吉久美子、永島敏行、
高橋昌也、吉行和子

2004年
原作：高樹のぶ子
脚色：田中陽造

49 ８月のクリスマス 高岡市 長崎俊一
山崎まさよし、関めぐみ、
井川比佐志、西田尚美

2005年 脚本：長崎俊一

50 かかしの旅 魚津市、入善町 冨永憲治
林瓏、上原祐也、
賀来千香子、益岡徹

2006年
原作：稲葉真弓
脚本：岩田元喜

51 ストロベリーショートケイクス 魚津市 矢崎仁司
池脇千鶴、中村優子、
中越典子、岩瀬塔子

2006年
原作：魚喃キリコ『strawberry shortcakes』
脚本：狗飼恭子

52 九転十起の男　浅野総一郎の青春 氷見市 市川徹
網本圭吾、寺田農、
仲代奈緒

2006年
原作：新田純子『その男、はかりしれず』
脚本：伊藤康隆、市川徹

53 愛の流刑地 富山市（八尾） 鶴橋康夫
豊川悦司、寺島しのぶ、
長谷川京子、陣内孝則

2007年
原作：渡辺淳一
脚本：鶴橋康夫

54 キトキト！ 高岡市、氷見市 吉田康弘
石田卓也、大竹しのぶ、
平山あや、光石研

2007年 脚本：吉田康弘、祷映

55
九転十起の男　2　～浅野総一郎　激動の壮
年期～

氷見市 市川徹
加勢大周、網本圭吾、
松井紀美江、佐藤和津恵

2007年
原作：新田純子
脚本：市川徹

56 吉祥天女 高岡市 及川中
鈴木杏、本仮屋ユイカ、
勝地涼

2007年
原作：吉田秋生
脚本：及川中

57 九転十起の男　3　グッドバイ 氷見市 市川徹
寺田農、宝田明、
杉本彩、船越英一郎

2007年
原作：新田純子
脚本：市川徹

58 弁天通りの人々 氷見市 市川徹
水元秀二郎、加護亜依、
哀川翔、杉本彩

2009年
原作：入江和夫『港の夜明けあと』
脚本：入江和夫、森治美、市川徹

59 劒岳　点の記 上市町、立山町、富山市 木村大作
浅野忠信、香川照之、
松田龍平、宮﨑あおい

2009年
原作：新田次郎
脚本：木村大作、菊池淳夫、宮村敏正
第33回日本アカデミー賞最優秀監督賞

60 無防備 射水市
市井昌秀

（射水市出身）
森谷文子、中村邦晃、
今野早苗

2009年 脚本：市井昌秀

61 死にゆく妻との旅路 氷見市、高岡市、富山市 塙幸成 三浦友和、石田ゆり子 2011年
原作：清水久典
脚本：山田耕大

62
さくら、さくら～サムライ化学者　高峰譲吉の
生涯～

富山市、高岡市、氷見市 市川徹
加藤雅也、ナオミ・グレース、
国分佐智子

2011年 脚本：佐伯俊道、下島三重子

63 ほしのふるまち 氷見市、高岡市、富山市 川野浩司
中村蒼、山下リオ、
児玉絹世、柴田理恵

2011年
原作：原秀則
脚本：金杉弘子、川野浩司

64 岳－ガク－ 立山連峰 片山修
小栗旬、長澤まさみ、
佐々木蔵之介

2011年
原作：石塚真一
脚本：吉田智子

65 ＴＡＫＡＭＩＮＥ～アメリカに桜を咲かせた男～ 射水市 市川徹
長谷川初範、篠田三郎、
渡辺裕之、田中美里

2011年 脚本：長谷川圭一

66 乱反射 高岡市、氷見市、射水市 谷口正晃
桐谷美玲、三浦貴大、
高島礼子、月船さらら

2011年
原作：小島なお
脚本：菅野友恵

67 ＲＡＩＬＷＡＹS　愛を伝えられない大人たちへ
富山市、魚津市、黒部市、
射水市、上市町、立山町

蔵方政俊
三浦友和、余貴美子、
小池栄子、吉行和子

2011年 脚本：小林弘利、ブラジリィー・アン・山田

68 万年筆 氷見市 市川徹 渡辺裕之、竹内晶子 2012年 脚本：気仙沼悠希

69 【アニメ】 おおかみこどもの雨と雪 上市町、立山町、滑川市
細田守

（上市町出身）
宮﨑あおい（声優）、
大沢たかお（声優）

2012年
原作：細田守
脚本：細田守、奥寺佐渡子
第36回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞

70 あなたへ 富山市、氷見市、射水市、
立山町

降旗康男
高倉健、田中裕子、
長塚京三、ビートたけし

2012年 脚本：青島武

71 夢売るふたり 氷見市、富山市 西川美和
松たか子、阿部サダヲ、
田中麗奈、木村多江

2012年 原案・脚本：西川美和

72 脳男
氷見市、富山市、射水市
ほか

瀧本智行
生田斗真、松雪泰子、
江口洋介、二階堂ふみ

2013年
原作：首藤瓜於
脚本：真辺克彦、成島出

73
TAKAOcan　Dream～がんばれ！サンダー
バーズ！！～

高岡市 市川徹
渡辺裕之、竹内晶子、
KOTA

2013年 脚本：気仙沼悠希

74 げんげ 魚津市 角田陽一郎
塚地武雅、川島明、
山田優

2013年 脚本：楢原拓、最中妙、塩崎遵

75 がんこもん 富山市 佐伯龍蔵
清水智紀、窪田憲修、
谷内雅功、バイマン愛来

2013年 脚本：清水智紀、島倉和幸

76 Plastic Love Story 朝日町 中川龍太郎
坂田麻衣、高橋愛実、
山脇夕海、今野康裕

2014年 原作・脚本：中川龍太郎

77 クジラのいた夏 富山市 吉田康弘 
野村周平、松島庄汰、
浜尾京介、松岡卓弥

2014年 脚本：大浦光太、吉田康弘

78 春を背負って 立山町、富山市ほか 木村大作
松山ケンイチ、蒼井優、
豊川悦司、檀ふみ

2014年
原作：笹本稜平
脚本：木村大作、瀧本智行、宮村敏正
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転載禁止 （作成　高志の国文学館）

№ タイトル 主なロケ地等 監督名 主な出演者 公開年 備考

79 蜩ノ記 高岡市 小泉堯史
役所広司、岡田准一、
堀北真希、原田美枝子

2014年
原作：葉室麟
脚本：小泉堯史、古田求

80 彩火―はなび― 富山市 市川徹
中島悠、竹内晶子、
中田裕一

2014年 脚本：市川徹

81 【アニメ】 ゆるゆり　なちゅやちゅみ！ 高岡市、砺波市、南砺市 畑博之
三上枝織（声優）、
大坪由佳（声優）

2014年 原作：なもり

82
仮面ライダー×仮面ライダー　ドライブ＆鎧武
MOVIE大戦フルスロットル

射水市 柴崎貴行
竹内涼真、内田理央、
上遠野太洸、吉井怜

2014年
原作：石ノ森章太郎
脚本：三条陸、鋼屋ジン

83 アオハライド 高岡市、富山市ほか 三木孝浩
本田翼、東出昌大、
新川優愛、吉沢亮

2014年
原作：咲坂伊緒
脚本：吉田智子

84 獅子舞ボーイズ 高岡市 市川徹
布川隼汰、皆本真帆、
長谷川初範

2015年 脚本：気仙沼悠希

85 NORINTEN　稲塚権次郎物語 南砺市、富山市 稲塚秀孝
仲代達矢、松崎謙二、
野村真美、藤田弓子

2015年 脚本：稲塚秀孝

86 魚津のパン屋さん 魚津市 市川徹
高田亜矢子、ぶらっくすわん、
八名信夫、竹内晶子

2015年 脚本：日沖和嘉子、市川徹

87 人生の約束 射水市 石橋冠
竹野内豊、江口洋介、
松坂桃李、西田敏行

2016年 脚本：吉本昌弘

88 蜜のあわれ 富山市、高岡市、滑川市 石井岳龍
二階堂ふみ、大杉漣、
真木よう子、高良健吾

2016年
原作：室生犀星
脚本：港岳彦

89 走れ、絶望に追いつかれない速さで 朝日町、上市町、高岡市 中川龍太郎
太賀、小林竜樹、
黒川芽以、藤原令子

2016年 脚本：中川龍太郎

90 カノン 黒部市、魚津市、入善町、
朝日町

雑賀俊朗
比嘉愛未、ミムラ、
佐々木希

2016年 脚本：登坂恵里香

91 真白の恋 射水市、富山市、立山町
坂本欣弘

（富山市出身）
佐藤みゆき、岩井堂聖子、
福地祐介、長谷川初範

2017年 原作・脚本：北川亜矢子

92 デンサン 高岡市、射水市
金森正晃

（高岡市出身）
西野亮廣、山本真由美、
みひろ、米田弥央

2017年 脚本：金森正晃

93 追憶 富山市、氷見市、魚津市、
黒部市ほか

降旗康男
岡田准一、小栗旬、
柄本佑、長澤まさみ

2017年 原案・脚本：青島武、瀧本智行

94 ナラタージュ 高岡市、射水市、富山市、
氷見市ほか

行定勲
松本潤、有村架純、
坂口健太郎、市川実日子

2017年
原作：島本理生
脚本：堀泉杏

95
仮面ライダー平成ジェネレーションズFINAL
ビルド＆エグゼイドwithレジェンドライダー

射水市 上堀内佳寿也 
犬飼貴丈、飯島寛騎、
西銘駿、佐野岳

2017年
原作：石ノ森章太郎
脚本：武藤将吾、高橋悠也

96 羊の木 魚津市、滑川市、富山市
ほか

吉田大八
錦戸亮、木村文乃、
北村一輝、優香

2018年
原作：山上たつひこ、いがらしみきお
脚本：香川まさひと

97 おみおくり 氷見市ほか 伊藤秀裕
高島礼子、文音、
渡部秀、加藤雅也

2018年
原案：永井結子『今日のご遺体　女納棺師という仕事』
脚本：伊藤秀裕

98 ばぁちゃんロード 氷見市、高岡市 篠原哲雄
草笛光子、文音、
三浦貴大、桜田通

2018年 脚本：上村奈帆

99 となりの怪物くん 富山市 月川翔
菅田将暉、土屋太鳳、
古川雄輝、山田裕貴

2018年
原作：ろびこ
脚本：金子ありさ

100 四月の永い夢 朝日町、魚津市、黒部市 中川龍太郎
朝倉あき、三浦貴大、
川崎ゆり子、高橋由美子

2018年 脚本：中川龍太郎

101 OVER DRIVE　オーバードライブ 南砺市 羽住英一郎
東出昌大、新田真剣佑、
森川葵、北村匠海

2018年 脚本：桑村さや香

102 【アニメ】 未来のミライ 滑川市（越中中村駅）
細田守

（上市町出身）
上白石萌歌（声優）、
黒木華（声優）

2018年
原作・脚本：細田守
第46回アニー賞長編インディペンデント作品賞
第42回日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞

103 【アニメ】 君の膵臓をたべたい 高岡市、射水市 牛嶋新一郎
高杉真宙（声優）、
Lynn（声優）

2018年
原作：住野よる
脚本：牛嶋新一郎

104 散り椿 富山市、高岡市、氷見市、
上市町、立山町ほか

木村大作
岡田准一、西島秀俊、
黒木華、池松壮亮

2018年
原作：葉室麟
脚本：小泉堯史

105 ここは退屈迎えに来て 富山市、射水市、入善町、
高岡市

廣木隆一
橋本愛、門脇麦、
渡辺大知、成田凌

2018年
原作：山内マリコ
脚本：櫻井智也

106 サヨナラ家族 氷見市、高岡市ほか 眞田康平
石田法嗣、根岸季衣、
村田唯、斎藤洋介

2019年 脚本：眞田康平

107 君は月夜に光り輝く 射水市 月川翔
永野芽郁、北村匠海、
甲斐翔真、松本穂香

2019年
原作：佐野徹夜
脚本：月川翔

108 もみの家
砺波市、南砺市、富山市、
立山町

坂本欣弘
（富山市出身）

南沙良、渡辺真起子、
緒形直人、田中美里

2020年 脚本：北川亜矢子

令和２年３月１日現在
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