
ＮＯ． ジャンル 作品名 ロケ地 監督　／　出演者（敬称略）

1 自主制作映画 　放課後 旧三崎高校 ＊

2 CM 進研ｾﾞﾐ高校講座高校からの部活篇 旧三崎高校 ＊

3 情報 　お兄さんお願いしますよ！！ 三崎魚市場 雨上がり決死隊

4 情報/フジテレビ 　もしもツアーズ 三浦市内各所 キャイ～ン・関根勤・坂下千里子・三瓶

5 映画 07/4/28 学校の階段 旧三崎高校 黒川芽以・松尾敏伸

6 Ｖシネマ 　修羅之魂 岸壁・斎場・市営住宅　他 ＊

7 ドラマ/フジテレビ 　向井亜紀･代理母出産という選択 晴海市営住宅 松下由樹・沢村一樹

8 情報/日本テレビ 　中居正広のイケてるアスリート決定戦 日テレスタジオ ＊

9 ＤＶＤ 　パパと呼べるまで（道草） 旧三崎高校・海・レストラン 西村雅彦・戸田恵梨香

10 Nドラマ/Gyao 　ラブコレ2東京ラブコレクション 三戸浜海岸 横山めぐみ

11 ドラマ/フジテレビ 　のだめカンタービレ うらり 玉木宏・瑛太

12 ＰＶ 　冬空のラブソング 旧三崎高校 ゾーイ・フランク

13 情報/日テレ 　たべごろマンマ！ 市内農家・うらり　他 ベッキー・キングコング

14 CM 　ディズニーリゾート／Let's春キャン！ 旧三崎高校 ＊

15 CM 　レオパレス２１／合格篇：卒業篇 旧三崎高校 藤原紀香

16 ドラマ/テレビ東京 　警視庁黒豆コンビ！Ⅲ 晴海市営住宅 大地康男・村田雄浩

17 自主制作映画 　till today from tomorrow 市内各所 日本映画学校

18 情報/テレビ神奈川 　あっぱれ！神奈川大行進 城ヶ島 デビット伊東

19 ＰＶ 　ｅｖｅｎ 残渣処分場 ｅｖｅｎ

20 ドラマ/テレビ東京 しにがみのバラッド 旧三崎高校 浜田翔子・緑友里恵　他

21 ドラマ/ＴＢＳ 　楽園のライオン 07/5/28 黒崎の鼻 市原悦子
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22 ドラマ/フジテレビ 　母親失格 下宮田児童公園 芳本美代子・原千晶

23 情報/日テレ 　天才！志村どうぶつ園 07/7 市内各所 パン＆ジェームズ

24 写真 　日本たばこ協会 旧三崎高校 ＊

25 Vシネマ 　修羅の妻たち 城ヶ島 川村ひかる・坂上香織

26 Vシネマ 　喰いしん坊 三浦市内 河相我聞

27 ドラマ/スカパー アルティメットクラブ 旧三崎高校 ＊

28 情報 　みゅーじん ＊ 上田正樹・養父貴

29 写真 　GENROKU ＊ 立木義浩

30 ドラマ/Gyao 　ラブコレ2　東京ラブコレクション 初声漁港　他 国分佐智子・さとう珠緒・畑野ひろ子

31 ＣＭ 　ぺんてる／ スリッチ 旧三崎高校 ＊

32 ＰＶ 　矢井田瞳 「初恋」 三戸浜海岸・金田海岸　他 ＊

33 映画 　リンボよりこんにちは ＊ 下田修平・吉岡亜依加

34 情報/フジテレビ 現役教師1000人大激白！ 旧三崎高校 【再現ドラマ】

35 情報/テレビ東京 感涙！時空タイムス 旧三崎高校　他 【再現ドラマ】

36 ＰＶ 　蒼き狼 城ヶ島・馬の背胴門 ＭＩＮＫ

37 映画 07/8/24 　ワルボロ 和田長浜海岸 松田翔太・新垣結衣・福士誠治・木村了

38 映画 07/5/12 　ドリーム・クルーズ  三戸浜海岸 木村佳乃・石橋凌・ダニエル・ギリス

39 ドラマ/ＴＢＳ 鉄板少女アカネ！！ 旧三崎高校　宮川漁港　他 掘北真希・塚本高史・陣内孝則

40 雑誌 Moecco 旧三崎高校 ＊

41 情報 たべごろマンマ 三浦市内・うらり　他 ＊

42 ドラマ/テレビ朝日 仮面ライダー　カブト 旧三崎高校 水嶋ヒロ・佐藤祐基

43 ＣＭ ゴーストハント 旧三崎高校 ＊

44 映画 07/4/12 東京タワー ｵｶﾝとﾎﾞｸと、時々､ｵﾄﾝ 旧三崎高校 勝地涼・冨浦智嗣

45 映画 スキトモ 旧三崎高校　三崎下町 斎藤工・相葉弘樹



46 ドラマ/テレビ朝日 轟轟戦隊ボウケンジャー ＊ 高丘映士・明石暁

47 ＣＭ キャノン 三浦海岸 ＊

48 ＰＶ パク･ヨンハ 「君が最高！」 旧三崎高校　三崎下町 他 パク･ヨンハ・坂井真紀

49 映画 ＳＯＮＧＳ ＊ ＊

50 映画 07/6/23 　図鑑に載ってない虫 和田長浜海岸　他 伊勢谷裕介・松尾スズキ・菊地凛子

51 ドラマ もうひとつのシュガー＆スパイス ＊ 田中圭・松本莉緒・星野源・有村実樹

52 ドラマ SCHOOL　GIRL 旧三崎高校 ＊

53 情報/日テレ メレンゲの気持ち ＊ 上田正樹・朝本千可・おさる

54 ドラマ/テレビ東京 　半分の月がのぼる空 旧三崎高校 石田未来・橋本淳

55 映画 07/5/12 赤い文化住宅の初子 旧三崎高校 東亜優・坂井真紀

56 ＰＶ 　椿屋四重奏 「トワ」 ＊ ＊

57 ＣＭ ＳＯＮＹ 「ハイビジョン ハンディカム」 三崎小学校 【ハイビジョンで撮って】

58 雑誌 　Moecco 旧三崎高校 ＊

59 情報 　みんなが出るテレビ ＊ ＊

60 ドラマ/BS-i 　先生道 旧三崎高校 南沢奈央・長冶佳子

61 ＣＭ 　中央酪農会議　「牛乳に相談だ！」 旧三崎高校 【チョーク編】

62 ＰＶ 　ラクリマ・クリスティ 城ヶ島/馬の背洞門 ラクリマ・クリスティ

63 情報 　ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ「親子でクッキング」 市内農家・初声漁港 ＊

64 映画 　DEATH NOTE（後編） マホロバマインズ三浦 藤原竜也

65 ドラマ/ＴＢＳ 　タイヨウのうた 油壺　剣崎　他 沢尻エリカ・山田孝之

66 情報 　ぐるっと！湘南～見てある記 城ヶ島 ＊

67 ドラマ/ＮＨＫ 　介護エトワール 火葬場 原沙知絵・細川茂樹

68 Ｖシネマ 　平成清水一家 黒崎の鼻　三崎下町　港　他 白竜･小沢仁志･寺島進

69 情報/日テレ 　未来創造堂提供　「ﾐｷﾓﾄ篇」 赤羽海岸・諏訪神社 ＊



70 雑誌 　BOON　9月号 三戸浜駐車場 ＊

71 映画 07/6/16 　君にしか聞こえない 旧三崎高校 成海璃子･小出恵介

72 ドラマ/テレビ東京 　ビバ！山田バーバラ 黒先の鼻・長浜海岸 片瀬那奈・中島唱子

73 バラエティ/日テレ 　行列のできる法律相談所 三浦海岸 ＊

74 雑誌 　ANIKI 旧三崎高校 ＊

75 ＣＭ 　サッポロ　「DRAFT ONE」 和田長浜海水浴場 木梨憲武

76 ＤＶＤ BOYS LOVE 旧三崎高校 斎藤工・松本寛也

77 ドラマ/テレビ朝日 スペシャルドラマ　「氷点」 三浦市体育館 石原さとみ・手越祐也・飯島直子

78 情報 　朝だ！生です　旅サラダ 三浦市内 伊藤かずえ

79 ドラマ 　がきんちょ 長浜海岸 辺見エミリ・藤村俊二

80 映画 　美少女ホラーの系譜 旧三崎高校 大島カレン

81 ショートフルム 　きみのゆびさき 旧三崎高校 掘北真希・黒木メイサ

82 バラエティ/ＴＶ東京 　元祖！でぶや（in三浦半島） 三崎魚市場 石塚・パパイヤ鈴木・さとう珠緒

83 バラエティ/TV東京 　DD-BOYS 松輪漁港 遠藤雄弥・柳浩太郎（D-BOYS）

84 ＰＶ 　高鈴　「EYES」 旧三崎高校 岡本奈月・河野朝哉

85 映画 渋谷区円山町 旧三崎高校 仲里由美・原裕美子

86 雑誌 　GLITTER 潮風アリーナ前 ＊

87 ＣＭ 　PS2ﾄﾛと休日「可愛い生徒」編 三崎中学校 ＊

88 再現ドラマ 　ダヴィンチコード 黒崎の鼻 ＊

89 映画 PRISON GIRL 城ヶ島Y・東部浄化C 加賀美早紀・西山繭子・勝矢

90 ＰＶ ナナムジカ 岩場 ﾅﾅﾑｼﾞｶ

91 ドラマ 弁護士のくず 城ヶ島大橋・食堂・お墓 豊川悦司・伊藤英明

92 ドラマ 　子だくさん刑事 灯台・公園 西村和彦

93 映画 机のなかみ 旧三崎高校 あべこうじ・鈴木美佳



94 ドラマ/テレビ朝日 轟轟戦隊ボウケンジャー 馬の背洞門・赤羽根海岸 ＊

95 ドラマ 　吉祥天女 旧三崎高校・上諏訪神社 岩田さゆり・松尾敏伸

96 Ｖシネマ 　恐喝こそわが人生 剱崎ＲＨ・間口漁港 嶋大輔・曽根英樹・哀川翔

97 ＰＶ 藍坊主 旧三崎高校 藍坊主

98 映画 見ている 旧三崎高校・図書館 ＊

99 ＣＭ SONY「ハンディカム」 剣崎小学校 ＊

100 Ｎドラマ 歌で逢いましょう 旧三崎高校 ＊

101 ＣＭ ＡＮＡ「全日空空輸」 和田長浜海岸 ＊

102 ドラマ/ＴＢＳ 少しは、恩返しができたかな 旧三崎高校 大竹しのぶ・二宮和也（嵐）


