
ＮＯ． ジャンル 作品名 ロケ地協力 監督／出演者　（敬称略）

1 ドラマ/テレビ朝日 　腐女子刑事 旧三崎高校 ＊

2 写真/光文社 　「関ジャニ∞カレンダー」 三浦市内 関ジャニ∞

3 映画 　ゲゲゲの鬼太郎 千年呪い歌 遠津浜　城ヶ島 本木克英 監督 　ウエンツ瑛士 間寛平 室井滋

4 ＰＶ 　大橋卓弥 「はじまりの歌」 旧三崎高校 ＊

5 映画 　新宿インシデント「新宿事件」 間口漁港 ジャッキー・チェン

6 ドラマ/テレビ東京 　ドラマ２４　紅蓮女 旧三崎高校 高部あい 薗田杏奈 中浜奈美子 ほか

7 イベント/BS-hi ロックの学園with三浦芸術祭 旧三崎高校 ロックの学園実行委員会

8 ＰＶ オキシライダーズ 旧三崎高校屋上 オキシライダーズ

9 ドラマ/テレビ朝日
　テレビ朝日開局50周年記念
　　ドラマスペシャル　鹿鳴館

旧三崎高校 田村正和 風間杜夫

10 ＣＭ 　UNIQLO XmasスペシャルCM 旧三崎高校 多部未華子

11 自主制作映画 　僕と天使とあの夏ノおもひで 旧三崎高校 STUDIO QUALIA 

12 映画 　愛のむきだし 旧三崎高校
園　子温 監督
西島隆弘(AAA) 渡部篤郎 満島ひかり

13 Nドラマ 　どれみちゃん 旧三崎高校 ＊

14 スチール写真 　東進ハイスクール広告 旧三崎高校 ＊

15 ＰＶ 　ミドリ 「エゾシカダンス！」 旧三崎高校 ＊

16 ドラマ/テレビ朝日 　相棒 　「11話ついてる女」 旧三崎高校 ＊

17 ドラマ/テレビ東京 　ドラマスペシャル 姿三四郎 海南神社 加藤成亮 本仮屋ユイカ

18 携帯ドラマ/au ミニッツ･ストーリー 旧三崎高校 「Ez TODAY's ウォッチ」内で配信

19 ＰＶ
　映画「天使のいた屋上」主題歌
　小松優一「風のはじまり」 

旧三崎高校 小柳友 波瑠
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20 映画 妄想少女オタク系 旧三崎高校　市内
堀 禎一　監督
甲斐麻美 中山麻聖 馬場徹 木口亜矢

21 映画 　立教大学 自主制作 旧三崎高校 ＊

22 ドラマ/ＴＢＳ
　月曜ゴールデン
「万引きGメン　二階堂雪16」

旧三崎高校 黒崎の鼻 木の実ナナ 黒田福美 根岸季衣

23 情報/テレビ朝日 　ちい散歩 三浦市内 地井武男

24 バラエティ/日テレ 　九死に一生スペシャル 二町谷沖海上 再現ドラマ

25 携帯ドラマ 　１００シーンの恋 三浦海岸 長浜海岸 水嶋ヒロ

26 ＰＶ 　富士フイルム 黒崎の鼻 ＊

27 ドラマ/BS-i
　　ケータイ刑事　銭形海
　セカンドシリーズ　第３話

旧三崎高校 大政絢　山下真司

28 webサイト 　講談社Moura ｢imgea-tv｣ 旧三崎高校 ＊

29 ＰＶ 　松任谷由実「seasons colours-秋冬編-」 旧三崎高校　市内 ショートフィルム

30 ＰＶ 　 中ノ森バンド「イソブラボー／雪」 旧三崎高校　市内 中ノ森バンド

31 ドラマ/テレビ朝日 　おいしいごはん 三浦市内 渡哲也 藤原紀香 徳重聡

32 ドラマ/テレビ朝日 　女帝　「最終回」 三浦市内 加藤ローサ 松田翔太

33 携帯ドラマ/au 　ミニッツ･ストーリー 旧三崎高校 他 「Ez TODAY's ウォッチ」内で配信

34 映画 　悪夢探偵２ 三浦市内 塚本晋也　監督　松田龍平

35 ドラマ/日テレ 　受験の神様　「最終回」 三浦市内 山口達也

36 ドラマ/ＴＢＳ 　２４のひとみ　1分半劇場 第3弾／全80話 旧三崎高校 秋山莉奈 青柳塁斗 Perfume

37 映画 　悪夢探偵２ 三浦市内 塚本晋也　監督　松田龍平

38 ドラマ/ＴＢＳ 　２４のひとみ 旧三崎高校 秋山莉奈 青柳塁斗

39 情報 　キリンビール大学 三崎下町 泉麻人

40 Ｎシネマ 　正義の戦士 デッドガール 城ヶ島 大山貴世 小倉遥

41 情報 　レディス４ 宮川公園 城ヶ島 大島さと子 徳光正行



42 ドラマ/日テレ 受験の神様 市営火葬場 宮川 山口達也

43 ドラマ/フジテレビ
　金曜プレステージ
「プリンセス・ダイアナ最後の瞬間」

黒崎の鼻 再現VTR

44 Ｖシネマ 闇の帝王 城ヶ島 金澤克次 監督　永澤俊矢 木村栄 大和啄也

45 ドラマ/日テレ 　探偵学園Ｑ　第9話 旧三崎高校 山本太郎 斉木しげる 星野源

46 雑誌 　moecco 旧三崎高校 ＊

47 ドラマ/日テレ 24時間テレビ PART.4　「人生が変わる瞬間」 旧三崎高校　旭小学校 再現ドラマ

48 映画 　すんドめ 旧三崎高校 宇田川大吾 監督　鈴木茜 二宮敦 次原かな

49 ドラマ/テレビ朝日 　女帝 黒崎の鼻 加藤ローサ 松田翔太

50 ＣＭ グリコ 　ポッキーチョコレート 旧三崎高校 新垣結衣　岡田将生

51 ドラマ/フジテレビ 　 「家族への手紙」 三浦霊園 黒木瞳

52 NHK総合 　みんなの童謡
海南神社 三浦霊園　三浦花園
歌舞島公園　他

かもめ児童合唱団

53 ＣＭ 　ＨＯＮＤＡ　ＴＯＤＡＹ 宮川公園 榮倉奈々

54 旅/テレビ東京
  土曜スペシャル
｢夏の水辺をめぐる癒しの旅｣

うらり ＊

55 写真 　バンダイナムコ 旧三崎高校 ゲーム／イメージショット

56 ドラマ/日テレ  おじいさん先生 旧三崎高校 ピエール瀧 松本莉緒

57 映画 　ＩＣＨＩ（イチ） 赤羽海岸 曽利文彦監督　杉本哲太

58 ドラマ/テレビ東京 　恋愛診断 菊名海岸 他 河合龍之介 真山明大

59 バラエティ/日テレ 　世界一受けたい授業 黒崎の鼻 再現VTR

60 ＰＶ
　テレビ東京系アニメ
「銀魂」エンディングテーマ　「奇跡」

宮川公園 シュノーケル

61 ドラマ/BS-i カルピスドラマスペシャル　「今を生きる祖母」 初声美山ホーム 山下リオ 宝積有香　佐々木すみ江

62 ドラマ/フジテレビ 　 ゾウのはな子 市営住宅 三崎下町 反町隆史 北村一輝　窪塚俊介

63 バラエティー/TBS 　リンカーン 旧三崎高校体育館 藤本敏史（FUJIWARA）



64 ドラマ/テレビ朝日 　女帝 旧三崎高校 加藤ローサ

65 ドラマ/日テレ おじいさん先生 旧三崎高校 他 ピエール瀧 松本莉緒

66 ドラマ/日テレ 　どうぶつ１１９ 白石漁港 初声漁港 速水もこみち 山本太郎

67 バラエティー/TBS 　中居正広の金曜日のスマたちへ 太陽堂 三浦市内 武田鉄矢～偉大なる母との物語

68 ＰＶ ウルフルズ「泣けてくる」 ＊ ウルフルズ

69 ドラマ/BS-i 　ケータイ刑事　銭形海 三浦市内各所 大政絢　草刈正雄　大堀こういち

70 映画/東宝 クローズド・ノート 三浦市立旭小学校 行定勲 監督　沢尻エリカ　竹内結子

71 映画/東映 　仮面ライダー電王 旧三崎高校 佐藤健　中村優一

72 ＰＶ 　湘南乃風 「睡蓮花」 三浦海岸 湘南乃風

73 ドラマ/フジテレビ 　金色の翼 黒崎の鼻 国分佐智子

74 映画/東宝 　恋空 和田長浜海岸 今井夏木 監督　新垣結衣　小出恵介

75 ＰＶ
図鑑に載ってない虫 主題歌
ナイス橋本 「夏の手紙」

三浦市内 ナイス橋本

76 バラエティー/TBS 　 中居正広の金曜日のスマたちへ 旧三崎高校 高橋尚子物語／再現ドラマ

77 ドラマ/テレビ東京 エリートヤンキー三郎 旧三崎高校 他 石黒英雄　倉科カナ　板倉俊之

78 ＰＶ ＧＵＧ 「ＴＷＩＳＴＥＲ」 三浦市内 GOING UNDER GROUND

79 ドラマ/BS-hi 　私が子供だった頃 城ヶ島･市営住宅 他 ＊

80 映画 　春の抜け殻 三浦市内 映画学校

81 ｼｮｰﾄﾄﾞﾗﾏ/TBS 　夢路 三浦市内 ＊

82 情報/日テレ 　メレンゲの気持ち 城ヶ島 モンキッキー　石丸謙二郎

83 バラエティー/フジ 　ＶＶＶ6 三崎港 V6

84 ドラマ/テレビ朝日 　土曜ワイド劇場　「デパート仕掛け人！」 三崎港　東部浄化ｾﾝﾀｰ 泉ピン子　村田雄浩

85 ＤＶＤ 　となりの８０１ちゃん 旧三崎高校 寺内康太郎 監督　瀬戸康史　広澤 草

86 ＤＶＤ 　時空警察ヴェッカーシグナ 旧三崎高校 ＊

87 写真 　任天堂DS都市伝説アドベンチャー 旧三崎高校 ＊



88 映画/東宝 　Life　天国で君に逢えたら 三浦市内 大沢たかお　伊東美咲

89 ドラマ/テレビ朝日 　帰ってきた時効警察 三戸浜・和田長浜 三木聡監督　オダギリジョー　麻生久美子

90 雑誌 　ＪＵＮＯＮ6月号 旧三崎高校 小池徹平

91 バラエティー／日テレ 　オトナの社会科見学 三崎下町 田村淳　杉田かおる

92 ＰＶ 　YUI　「My Generation」 旧三崎高校 ＹＵＩ

93 写真 　ファンケル「つぎの木はなんだろう」 三崎中学校 ＊

94 映画 ＬＥＦＴ ＨＡＮＤＥＤ 三浦半島 ローレンス・スラッシュ 監督

95 雑誌  Ｍｏｅｃｃｏ／撮影会 旧三崎高校 ＊

96 ドラマ/フジテレビ  ライアーゲーム 黒崎の鼻 戸田恵梨香 松田翔太

97 ドラマ/NHK  大河ドラマ「風林火山」 黒崎の鼻 市川亀治郎 谷原章介

98 映画  図鑑に載ってない虫 三浦市内
三木聡監督
伊勢谷裕介 松尾スズキ 菊地凛子

99 ＣＭ
ジョンソン・エンド・ジョンソン
「アキビュー アドバンス」

旧三崎高校 ＊

100 ドラマ/テレビ東京 　復習するは我にあり 城ヶ島公園 柳葉敏郎　大地康雄　岸本加代子

101 広告 　JR東日本／大船駅中広告 旧三崎高校 ＊

102 ＣＭ 　サントリー／ ビンゴ★ボンゴ 旧三崎高校 ＊

103 映画 　 クワイエットルームにようこそ 黒崎の鼻
松尾スズキ 監督
内田有紀 蒼井優 りょう 妻夫木聡

104 ＰＶ Seventh Tarz Armstromg 旧三崎高校 Seventh Tarz Armstromg

105 映画/東宝 　そのときは彼によろしく 宮川風車周辺
平川雄一朗 監督
長澤まさみ 山田孝之 塚本高史

106 ドラマ/BS-i 　恋する日曜日／卒業～春の嘘 旧三崎高校
佐々木浩久監督
水沢エレナ 森本亮冶 阪本奨悟

107 ＰＶ 　千宝美 東部浄化センター 千宝美

108 ドラマ/フジテレビ 　麗わしき鬼 旧三崎高校 金子さやか 遠藤凪子



109 映画 　ＧＲＯＷ愚郎 旧三崎高校 榊英雄 監督　桐谷健太

110 ドラマ/テレビ朝日 　仮面ライダー 電王 宮川漁港 ＊

111 ＣＭ 　フレッツ光／新生活3月篇 旧三崎高校 ＊

112 ＰＶ 　My Little Lover/あふれる 黒崎の鼻 My Little Lover

113 ドラマ/テレビ東京
　水曜ミステリー９
「ドクター・ヨシカの犯罪カルテ２」

旧三崎高校 宮川　他 木の実ナナ

114 ドラマ/フジテレビ 　名古屋寿ロックンロール 市営住宅 袴田吉彦 中島知子

115 ドラマ/テレビ朝日 テレサ・テン物語～私の家は山の向こう～ 剱崎 古谷一行 高橋恵子

116 ＣＭ 　地方版 旧三崎高校 ＊

117 ドラマ/ＴＢＳ 花より男子２ 宮川漁港 ＊

118 ﾊﾞﾗｴﾃｨｰ/日テレ 特上！天声慎吾 魚市場　他 香取慎吾 キャイ～ン

119 ドラマ/フジテレビ 　彼らの海･IX｢はじまりの朝｣ 金田漁港 剱崎　他 ＊


