渡辺いっけい

前田直樹 監督

Q&A

1962年生、愛知県出身。大阪芸術大学在学中に当時学生劇団だった劇団☆新
感線に参加。大学卒業後に上京し、状況劇場に入団(1988年に退団)。ʼ92年の
NHK連続テレビ小説『ひらり』出演後、数々の作品に出演、バイプレイヤーとして存
在感を発揮する。
『いつくしみふかき』
（ʼ19）
で映画初主演。2022年は本作以外に
も、映画『われ弱ければ 矢嶋揖子伝』、TV『空白を満たしなさい』(NHK)、
『邪神の
天秤』(WOWOW)、舞台『住所まちがい』
『てなもんや三文オペラ』
などに出演。

前田直樹
1977年生、愛知県出身。Yes OpenにてTVCMの制作進行としてキャリアをスター
ト。映画監督を志して渡英後、短編映画『Needlewood Antiques』
をきっかけに、
商業監督デビュー。4年間の活動を経て、帰国後は日英のバイリンガルディレクター
として、映画、テレビ番組、広告映像、ミュージックビデオなど幅広い分野で活躍。主
な監督作に
『マリッジカウンセラー 結衣の決意』
（ʼ21）、
『21世紀のおじさん』
（ʼ21）、
『英国名画のロケ地を訪ねて』(ʼ14)、
『ファイティングオカン』
（ʼ11）
などがある。

赤羽昭雄役のオファーがあった時の
第一印象を教えてください。

WATANABE
IKKEI

知っているようで知らなかった結婚相談所。会員さんにも
カウンセラーさんにもそれぞれいろんな葛藤があると分か
り、登場人物全員を応援したくなる作品だと感じました。た
だ赤羽は余りにも昭和のノリなので、最初は観ている人に
引かれるだろうなと覚悟
しました。そして、
その印
象を最 終 的にひっくり
返せるかどうかが、作品
成功のポイントになると
思いました。

仲人型の結婚相談所を舞台にした
作品制作に至ったきっかけを教えてください。

MAEDA
NAOKI

特に思い入れのあるシーンは？

演じてみて、特に思い入れのあるシーンは？

WATANABE
IKKEI

思い入れのあるシーンは、若菜ちゃんにお茶を入れるシー
ンと、やはりクライマックスシーンでしょうか。若菜ちゃんは
根が明るい方なので表現がとても健康的。そこに非常に
助けられました。クライマックスシーンでは、
ミッションが成
功して大喜びの演技をするは
ずが、本当に感動して安堵し
てしまい…無の境地というん
でしょうか？ 不思議な感覚に
陥りました。

お二人とも愛知県のご出身ですが、
撮影中に何か愛知トークをしましたか？

WATANABE
IKKEI

MAEDA
NAOKI

MAEDA
NAOKI

本作は仲人を主軸にした結婚相談所を訪れる人々の群
像劇なので、
キャラクターごとに思い入れのあるシーンがあ
り、
ひとつに絞りきれないというのが正直なところです。そ
れくらい魅力的なシーンが多いので、観てくださった方は気
に入るシーンがきっと見つかるのでは？と思います。

愛知県・三河地区がロケ地になっています。
各ロケ地の印象はいかがでしたか？

WATANABE
IKKEI

残念ながら前田監督と愛知トークをした記憶はほとんどな
く…現場ではお互い完全に標準語でしたね。逆に、
エキス
トラで集まってくれた皆さん、
ロケ地を提供してくれた皆さん
とは、積極的に三河弁で話していました。
愛知トーク…できなかったですね。
きっと映画のことで頭が
いっぱいで、私に雑談をする余裕がなかったんだと思いま
す。
ただ、
いっけいさんが差し入れてくれた、
ヤマトパンの「た
けの子パン」
を岡崎駅付近のロケ現場で食べた時に本当
に美味しくって、お礼を
伝えつつ、
豊川市で長く
愛されているご当 地パ
ンだと教えていただいた
のは覚えています。

自分は運良く結婚できたのですが、友人知人から
「結婚し
たいとは思っているけど、出会いがない」
とよく耳にしてい
た時に本作の監督オファーを受け、
「 結婚したいけど、出
会いがない人たち」
を全力で支える“仲人”という仕事に興
味を持ったのがきっかけです。
取材を進めるほど、結婚という多くの人にとって一生に一
度の大イベントを支える仲人について、会社や家庭で相
談がしにくい現代にこそ必要な職業では!?と気付き、
この
題材での映画制作にのめり込んでいきました。

MAEDA
NAOKI

皆さん非常に協力的でありがたかったです。実は蒲郡、
岡
崎、
西尾はほとんど馴染みのなかった地域なので、
撮影で訪
れる事ができて嬉しかったです。
また、
宿泊していた豊川市のホテル前には大きな市民体育
館があり、
そこの運 動 器 具を
使ってトレーニングも出来まし
た。
あれは助かりました。毎朝、
豊川稲荷までウォーキングする
のも日課になっていました。
私は刈谷市出身なので西三河についてはある程度知って
いましたが、東三河はキャンプ場があるような山や海など、
車で数時間の範囲に魅力がつまっている地域だとロケハ
ン時に知りました。
ここ数年、
映画やドラマのロケが多く行
われるのも納得です。
私たちも感じましたが、
場所だけでなく、
人々の温かさも、
撮
影が多い要因なのでしょうね。
グルメは、撮影中はコロナ禍だったため十分に満喫できま
せんでした。私もこのロケ地マップを片手にいろいろと食べ
て回りたいと思います。

大手不動産会社に勤める赤羽昭雄はトップ営業だった過去の

ていた赤羽だが、“３回目のデートから先に進んだことがない”会社

栄光を自慢し、パワハラ・セクハラ当たり前の鬱陶しいオヤジ。ある

員、30代のうちに結婚したかった女性など、
それぞれに事情を抱え

日のこと、赤羽は会社からの辞令で、結婚相談所「とわえもわ」に

た個性的な会員を前に、予想外の苦労の連続。一方の結衣も、

出向することに。そこは、
カリスマ仲人である母の後を継いだ時田

真摯に会員と向き合いながらも、
自分の手腕に自信を持てずにい

結衣が切り盛りしている結婚相談所だった。

た。最初こそ価値観の違いから衝突する２人だが、互いに足りな

最初は「物件紹介も結婚相手の紹介も大差ない」
と高をくくっ

渡辺いっけい
青山倫子
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宮崎美子

永山たかし 坂口涼太郎

いものを補い合い、小さな奇跡を起こしていく―――。

【監督】前田直樹
呉城久美

円城寺あや

久田莉子

【脚本】松井香奈
【企画】スタジオレヴォ

らを チェック！
詳 しくは こち
公式サイト

Twitter

Facebook

「マリッジカウンセラー」の
ロケ地は日刊ケリーでも！

赤羽 が 担当する会員がデートをするシーン
F

「詳細マ
ップ」
はこちら！

全編を愛知県で撮影した本作。どのシーンも見覚えある
スポットが背景なので、とても身近な物語に感じられます。
ぜひ、お気に入りのシーンのロケ地を巡ってみてください。

赤羽 が 会員のデートを尾行するシーン
G

西浦園地

西浦半島先端部分の小高い丘に位置

西浦マリーナから伸びる防波堤の先にあ

し、三河湾や渥美半島、遠く神島を一望

る小さな島「松島」。海岸沿いの「松島遊

自然に恵まれた温 暖な気 候が特

できる。園内の絶景ポイント
「夕日が彩る
丘」
には真実の鐘も。

歩道」は、広大な海を眺めながらの散歩
にぴったり。

徴。
「豊川稲荷」や参道などで多く

p0533-66-1225
（蒲郡市観光まちづくり課シティセールス推進室）
蒲郡市西浦町大山26

p0533-66-1225
（蒲郡市観光まちづくり課シティセールス推進室）
蒲郡市西浦町大山

https://nishiuraonsen.com

赤羽 の行きつけの店として登場
A

会員がイルミデートを
楽しむシーン

若駒

「豊川いなり寿司フェスタ」
を開催
するなど、人気の名物グルメだ。

路
東名 高 速道

p0563-56-3937
西尾市桜木町2-53
17:00〜22:00（LO21:30）
日曜、第3月曜休

https://www.toyokawa-map.net/spot/
000249.html

東海道本線

名鉄
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豊川IC

岡崎駅の空中回廊として各施設を結ぶ
デッキ。すぐ横には本作にぴったりな名称
の
「出会いの杜公園」
もあり、どちらも頻繁
に登場する。

F

1
豊橋

G

商 売 繁 盛 の 神 様を祀る
「 豊 川 稲 荷 」。
そこへ続く表 参 道 沿いには、名物の「 豊
川いなり寿司」や食べ歩きグルメ、土 産
店が並んでいる。
p0533-89-2411
（豊川市観光案内所）
豊川市門前町

https://www.toyokawa-map.net/
spot/000289.html

くらがり渓 谷 」の入 口にある
「CA
FE KURAGARI」
のランチ
（写真：
八丁味噌カツset1100円)もぜひ。

蒲郡市
2つの大きな半島に囲われた海辺
の観光地。新鮮で活きの良い魚
介類や海産加工物が豊富で、濃

くわしくは
こちら！

物「ガマゴリうどん」は、現在市内
17ヶ所（2021年3月現在）のうど
ん店・飲食店にて提供中。

西尾市

しもやまの里

の産地や三河の小京都として知ら

巨大五平餅の看板が目印。甘い
赤味噌に生姜の風味の効いた五
平餅や山里の味が楽しめる定食
を用意し、下山の土産・農産品も
販売する。

247
名鉄蒲郡 線

くわしくは
こちら！

豊富に揃う。ロケ地にもなった
「Ⓔ

豊川稲荷表参道

I

矢作川流域の南方にあり、抹茶

豊
川

蒲郡

油
御

幹線

三河
一宮

西尾

https://www.lagunatenbosch.co.jp

味噌が有名。生活とレジャーのバ
ランスが良い地域で、名物グルメも

２人が担当する会員が勝負をかける
クライマックスシーン

音羽蒲郡IC
道新

愛知県のほぼ中央に位置し八丁

厚なアサリ出汁の潮の香豊かな名

473
屋

岡崎市

赤羽が 怒りながら
足早に歩くシーン①

岡崎東IC

東海

何でうまく ！
んだ
か
い ない

p0533-88-5120
（御油の松並木資料館）
豊川市御油町並松

E

A

p0570-097117 蒲郡市海陽町2-3
9:00〜16:00（問合せ受付時間）
※施設の営業時間・
入園料は季節により異なる

御油のマツ並木

東海道「御油宿」
と
「赤坂宿」の間にあ
る松並木。かつては五街道の各所に
松並木があったが、今では現存する数
少ない松並木のひとつに。

岡崎IC

C

岡崎

名鉄
西尾
線

2022年に20周年を迎えた複合リゾート施設。ア
トラクションや夏のプール・花火などが楽しめる
「ラ
グナシア」
は冬季のイルミネーションも見事。

H

道路
高速
新東 名

豊田東IC

ラグーナテンボス
B
「ラグナシア」

J

豊田東JCT

豊橋
豊田JCT

C

販売されている
「豊川いなり寿司」
は、市内外で広く親しまれている。

赤羽 が 怒りながら足早に歩くシーン②

豊田
豊川

くわしくは
こちら！

徒歩3分

名古屋

岡崎
蒲郡

岡崎駅東口
ペデストリアンデッキ

北に本宮山・南に三河湾を有す、

愛知県

地魚などこだわりの食材を使った懐
石と創作料理を提供する、昭和37
年創業の料亭。赤羽が部下や結衣、
会員などを連れてたびたび訪れる。

赤羽や結衣 が 会員のお見合いを待つシーン

豊川市

松島遊歩道

K

れる。また同市に属する
「佐久島」
に加え、癒しとアートが溢れる島で
もあり、のんびりレジャーや撮影ス
ポットとしても楽しめる。

豊田市

https://www.karen-shimoyama.jp/

p0564-23-7240
（岡崎市役所都市政策部都市施設課）
岡崎市羽根町字東荒子JR岡崎駅東口直結

は、新鮮な魚介類や四季の草花

あいつ…
ちゃんと
やってるか？

p0565-90-3003
豊田市大沼町根崎47-1
9:00〜17:30、土・日曜〜18:00
※季節により変更あり 木曜休

くわしくは
こちら！

しもやまの里/

全国有数の製造品出荷額を誇る
「クルマのまち」
として名高い。ロケ
地の「Ⓙしもやまの里」にほど近い

くわしくは
こちら！

「手づくり工房山遊里」
では、ウイ

赤羽 が 会員のお見合い成功を祈るシーン
D

砥鹿神社

結衣 が 企画したお見合いイベントのシーン
E

くらがり渓谷

大己貴命を祀る神社で、東海地方の
総鎮守として崇敬される。本作の制
作発表会場で、主演の渡辺いっけい
が結婚式をしたという縁もある。

男川の源に沿う渓谷で、四季を通じ
て感じられる自然の魅力の多彩さに
定評がある。コテージやテント村など
アウトドア宿泊設備も充実。

p0533-93-2001
豊川市一宮町西垣内2
8:30〜16:00（受付）

p0564-83-2057
（くらがりキャンプセンター）
岡崎市石原町牧原日影2-2

https://www.togajinja.or.jp

https://okazaki-kanko.jp/mizutomidori/
kuragari

会員との食事＆赤羽の
送別会 のシーン
K

ホテル
アークリッシュ豊橋

豊橋駅東口からすぐの場所にあり、仕事はもちろ
んホカンスにもぴったりなホテル。
「RESTAURA
NT KEI」
からの夜景もぜひ楽しんで。
p0532-51-1111 豊橋市駅前大通1-55

https://www.arcriche.jp

結婚相談所「とわえもわ」の事務所として登場
L

千両宝辺

築 1 0 0 年 以 上の古民家をリノベー
ションし、
「千両宝辺」
と名付けて不定
期にイベントを実施。個展やヨガ教
室など、多彩な企画を開催する。
豊川市千両町宝辺19
イベント開催時のみ営業

https://www.facebook.com/
sennryouhoube/

ンナーとロースハム作りが体験で
き、バーベキュー場を借りれば焼い
て食べることも可能。

豊橋市
南は遠州灘、西は三河湾に面し
た、豊かな自然に恵まれた市。市
内各所で提供される
「豊橋カレーう
どん」
は、今や全国区のご当地麺。
丼内はごはん→とろろ→カレーうど
んの順で層になり、豊橋産ウズラ
卵のトッピングがポイント。

くわしくは
こちら！

