
NO. ジャンル 作品名 ロケ地 出演者　(敬称略)

1 その他 アマナストックフィルム 旧三崎高校 *

2 映画 夏音 旧三崎高校 杉山彩乃・ＩＺＡＭ・山本竜二

3 Ｖシネマ 転生 みかん畑 *

4 その他 未成年者禁酒キャンペーン 三崎中 *

5 映画 セピアウインドウ 城ケ島灯台 氏原修二

6 ＣＭ 静岡放送デジタルＴＶ 松輪漁船 *

7 情報番組 住まいの極意～MySweetLife～ 上田正樹宅 上田正樹・朝本千可・田中律子

8 ドラマ 柳生十兵衛七番勝負 長浜海岸・黒崎の鼻 村上弘明・高嶋政宏・夏八木勲

9 ＣＭ 大塚ビバレジ「Ｍａｔｃｈ」 旧三崎高校 市原隼人

10 バラエティ 所さんの学校では教えてくれない 市場 所ジョージ

11 情報番組 極上！腹ペコ旅レシピ 三崎・城ケ島 若槻千夏・堀越のり・原口まさあき

12 Ｖシネマ 工業哀歌バレーボーイズ 旧三崎高校 松本実・星野飛鳥・赤木駿

13 ドラマ 銭湯の娘 ベイサイド三浦 矢口真里・伊武雅刀

14 ドラマ ドラえもん伝説／藤本弘からの手紙 城ケ島分校・旧三崎高校 子役

15 情報 月10万円で豊かに暮らせるまち 上田正樹宅・旧三崎高校 上田正樹・朝本千可

16 ドラマ 新宿歌舞伎町駆け込み寺～ 漁具倉庫・長浜 高橋克実

17 映画 僕は妹に恋をする 旧三崎高校 松本潤・榮倉奈々

18 映画 「WannabeFree(ワナビーフリー)」 長浜海岸 上原奈美・臼田あさ美・桜井裕美

19 映画 届けられたモノ 旧三崎高校 菊池希望・中村裕希

20 その他 素材辞典 旧三崎高校 *

21 Ｎシネマ 性病先生 旧三崎高校 西岡徳馬・森下千里・東根作寿英
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22 ドラマ ハマの静香は事件がお好き 魚音寿司店・うらり 片平なぎさ・赤井秀和

23 映画 バウムクーヘン 西野美容院 山本浩史・村上淳

24 ＣＭ アサヒ十六茶 長浜海岸・三浦海岸 天海祐希

25 ＣＭ ＵＲ都市機構ＣＭ 旧三崎高校・山道 真鍋かおり

26 ＣＭ 白波原酒 三戸浜 *

27 ＰＶ WALKABOUT「桜風」 旧三崎高校 WALK ABOUT・アガサ

28 バラエティ/ＴＢＳ 金曜日のスマたちへ 溝川酒店・ｷｰｺｰﾋｰ *

29 Ｎシネマ ａｕﾐﾆｯﾂ・ｽﾄｰﾘｰ「オトコをサゲル」 旧三崎高校 通山愛里・富山春季・中平康平

30 映画 着信アリｆｉｎａｌ 旧三崎高校 掘北真希、黒木メイサ

31 ドラマ Dのゲキジョー 諸磯漁港 エキストラ

32 ドラマ 繋がれた明日 旧三崎高校 青木崇高

33 ドラマ/TBS 新・風のロンド 旧三崎高校・上諏訪神社 田中美奈子・神保悟志・藤沢志帆

34 ドラマ 時効警察 第9分団・バス停 ｵﾀﾞｷﾞﾘｼﾞｮｰ・麻生久美子・岩松了

35 ドラマ TheStreetFighters 旧三崎高校 戸田裕加里・神崎有希・渡辺美和

36 ドラマ 緋の十字架 馬の背洞門 西村和彦・喜多嶋舞・五藤詩織

37 バラエティ 松伸 学校 エキストラ

38 ドラマ/ＴＢＳ 白夜行 初声図書館 ほか 綾瀬はるか・山田孝之・渡部篤郎

39 映画 ケータイ刑事ＴｈｅＭｏｖｉｅ 旧三崎高校 黒川芽以・佐藤二朗・金剛地武志

40 ドラマ 魔弾戦記リュウケンドー 黒崎の鼻 *

41 その他 カラオケＵＧＡ 旧三崎高校 エキストラ

42 ドラマ ロケットボーズ 旧三崎高校 遠藤雄弥・柳浩太郎（Ｄ－ＢＯＹＳ）

43 ＣＭ 中央酪農会議「牛乳に相談だ！」 旧三崎高校 *

44 映画 深緑とピンクの季節 旧三崎高校 *

45 ＤＶＤ 子ぎつねヘレンとゆかいな仲間達 市営住宅・菊名・三戸 森三中



46 Ｎシネマ 水霊縁起録 旧三崎高校・変電所 星井七瀬・山崎真実・柳ユーレイ

47 ドラマ 牙狼 毘沙門・宮川公園 渡辺裕之小西大樹・肘井美佳

48 映画 真夜中の少女たち 旧三崎高校 高部あい・上堂蘭恭子・渋谷飛鳥

49 ＣＭ 東京海上 宮川湾・三浦海岸・長浜 大森南朋・小林麻子・竹内清司

50 ＰＶ ザ・マスミサイル「拝啓」 市営住宅・名向小 ザ・マスミサイル

51 ドラマ  RAY 旧三崎高校 野川さくら　村上幸平

52 ＰＶ  「君にジュースを買ってあげる」 旧三崎高校 グループ魂

53 ドラマ  魔弾戦記リュウケンドー 黒崎の鼻 *

54 情報/テレビ東京  １０万円で豊かに暮らせるまち 市内一円 *

55 その他  青春の断片 旧三崎高校 *

56 情報/テレビ朝日  旅の香り うらり・市場 ヒロシ

57 ＰＶ  ＢＡＣＫ－ＯＮ「GAKU-TEN」 旧三崎高校 ＢＡＣＫ－ＯＮ・及川奈央

58 その他  ヤングジャンプ 旧三崎高校 戸田恵梨香

59 映画  未定（青春ラブストーリー） 旧三崎高校 *

60 ＣＭ  パイオニア 菊名・大浦・毘沙門 *

61 ＣＭ とらふぐ亭 金田・岩堂山 片岡鶴太郎

62 ＰＶ 海を見つめて 砂浜・洞窟 深緑夏代

63 ドラマ/テレビ朝日 仮面ライダー響鬼 旧三崎高校 細川茂樹、栩原楽人、神戸みゆき

64 映画 タイヨウのうた 火葬場 ＹＵＩ・岸谷吾朗・麻木久仁子

65 ドラマ 対岸の彼女 旧三崎高校 財前直見・夏川結衣・多部

66 バラエティ/ＴＢＳ 中居正広の金曜日のスマたちへ 旧三崎高校　ほか 飯島杏菜

67 ドラマ/ＮＨＫ その後の新撰組！ 胴網海水浴場 山本耕史ほか

68 情報/フジテレビ とくダネ！ 松輪・金田・三崎 *

69 映画  探偵アオバカオル 旧三崎高校 美咲レイラ



70 映画 ケータイ刑事ＴｈｅＭｏｖｉｅ 旧三崎高校 黒川芽以･堀北真希･夏帆

71 ＣＭ ＮＥＣシステム建設 名向小学校 *

72 Ｖシネマ 女教師 旧三崎高校 *

73 ドラマ  緋の十字架 馬の背洞門　黒崎の鼻 西村和彦

74 Ｎシネマ ａｕミニッツ・ストーリー 旧三崎高校 *

75 ドラマ/テレビ東京  ３０ｍｉｎｕｔｅｓ 海上亭　スナック海 バナナマン・おぎやはぎ・荒川良々

76 ＣＭ/大塚製薬 ポカリスエット「昇降口篇」 旧三崎高校 綾瀬はるか

77 ＰＶ  サラブレンド「君といた場所」 旧三崎高校　海 木地ひとみ・木村了

78 映画 君はまだ、無名だった。 三浦市立三崎中学校 椿隆之・萩原流行・阪田瑞穂

79 バラエティ/フジテレビ  まごまご嵐 城ヶ島 うらり 嵐

80 ＰＶ  河口恭吾「私のすべて」 宮川公園 河口恭吾

81 ＣＭ  ＳＥＡＢＲＥＥＺＥＣＭ 黒崎の鼻 *

82 映画 チェーンＴＨＥＭＯＶＩＥ 旧三崎高校 沢井美優・中島宏海

83 ＣＭ  日清「出前一丁」関西編 旧三崎高校 *

84 映画  男たちの大和 黒崎の鼻 蒼井優・松山ケンイチ

85 映画  超星神シリーズ第３弾 八景原海岸 剱崎灯台 高橋良輔

86 映画 流されて・・・ 黒崎の鼻 街田しおん・榊英雄

87 ドラマ/テレビ東京  ３０ｍｉｎｕｔｅｓ鬼 旧三崎高校 バナナマン・おぎやはぎ・荒川良々

88 映画  最終兵器彼女 三戸浜 前田亜季･窪塚俊介･木村 了

89 ドラマ/ＮＨＫ  大河ドラマ「義経」 小網代湾 滝沢秀明・松平健

90 ドラマ  いちばん暗いのは夜明け前 馬の背洞門 ソニン

91 ＣＭ/大塚製薬  オロナミンC「応援団篇」 旧三崎高校 上戸彩・ＫＡＴ-ＴＵＮ

92 情報番組  月１０万円で暮らせる町＆村 市立病院 福留功男・山口智充

93 その他  ＵＧＡカラオケ背景映像制作 三崎漁港 甲斐佑里、斉木隆行



94 ＰＶ アリスナイン「春夏秋冬」 旧三崎高校 アリスナイン

95 情報番組  キャプテンファーザー 三浦海岸 城ヶ島 津田寛治

96 ドラマ  大河ドラマ「義経」 三戸浜 滝沢秀明

97 ＤＶＤ  ほんとにあった呪いのビデオ17 旧三崎高校他 *

98 ドラマ/フジテレビ スローダンス第1話 旧三崎高校 妻夫木聡・深津絵里

99 情報番組  体質改善研究所 魚市場 *

100 第1回課題制作 ある日の朝に 旧三崎高校 東京芸術大学/映像研究科

101 Ｎシネマ 僕と彼女のｘｘｘ 旧三崎高校 塩谷瞬

102 ドラマ/フジテレビ  エンジン 白石漁港　慰霊堂 木村拓哉

103 情報番組  Ｔａｋｅ５ 三浦海岸 安田良子

104 ドラマ/日テレ おとなの夏休み 菊名海岸 市内各所 寺島しのぶ・中島知子・中越典子

105 映画  輪廻 旧三崎高校　市営住宅 香里奈・三条美紀・椎名桔平

106 ドラマ/フジテレビ  世にも奇妙な物語「密告ネット」 旧三崎高校 鈴木杏

107 ＰＶ  ＦｉｓｈｂａｓｋｅｔＰＶ 旧三崎高校 Ｆｉｓｈｂａｓｋｅｔ

108 ＤＶＤ 学校怪談 旧三崎高校 *

109 ＤＶＤ サクラ咲く頃 市民ホール　剣崎小学校 *

110 映画 川を渡る 旧三崎高校 自主制作

111 ＰＶ  アンティック珈琲店「我侭行進曲」 旧三崎高校 アンティック珈琲店

112 ドラマ  マジレンジャー 松輪 *

113 ドラマ/テレビ朝日 ラストプレゼント 南下浦小　荒井浜への道 菅野美穂・堂本剛・陣内孝則

114 ドラマ/ＮＨＫ  大河ドラマ/義経 黒崎の鼻 滝沢秀明・松平健・うじきつよし

115 ドラマ  マジレンジャー 城ヶ島 *

116 ドラマ  女と愛とミステリー * *

117 ＰＶ aiko「三国駅」 旧三崎高校 aiko



118 情報  ザ・情報ツウ 漁師、旧三崎高校 *

119 Ｎシネマ  Birds 宮川・まるはち旅館　他 水口研二・木内美歩・福愛美

120 ＰＶ  セカイイチＣＤジャケット 剱崎灯台周辺 ＊

121 ドラマ/ＮＨＫ  大河ドラマ/義経 黒崎の鼻 滝沢秀明・松平健・うじきつよし

122 ドラマ/テレビ東京  検察官キソガワ 旧三崎高校 オーキットバレー三浦 高嶋政伸

123 映画 ＠ベイビーメール 旧三崎高校 松田まどか・岡元夕紀子・村上幸平

124 映画 あそこの席 旧三崎高校 阪田瑞穂・細田よしひこ・根岸季衣




