
NO. ジャンル 作品名 ロケ地協力 監督／出演者　（敬称略）

1 携帯ドラマ 　モバ・ドラ２　「４×４」ショートストーリー10分×4話 旧三崎高校 林遣都 染谷将太 尾崎千瑛 汐里

2 写真 　飲料水メーカー写真 旧三崎高校 ☆

3 写真 　「フォトブック」　高校生向けプロモーション用写真 旧三崎高校 ☆

4 ドラマ 　★ 城ヶ島 黒崎の鼻 市内 ☆

5 ＰＶ Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚ　「絵はがきの春」 宮川公園 三崎下町　駄菓子大津屋 他 Ａｑｕａ Ｔｉｍｅｚ　★エキストラ協力

6 ＴＢＳテレビ 　月曜ゴールデン 三浦市内 ☆

7 ＴＢＳテレビ 　ひるおび！「三崎の朝市に大潜入！！」 三崎朝市 三崎朝市協同組合

8 広告写真 ☆ 旧三崎高校 ☆

9 企業ＣＭ ☆ 黒崎の鼻 ☆

10 ＰＶ 　Galileo Galilei 旧三崎高校 Galileo Galilei

11 日本テレビ 　小悪魔ドクショ　「人間失格」 黒崎の鼻 再現ドラマ

12 日本テレビ 　ザ！鉄腕！ダッシュ！！ 三浦市内 ＴＯＫＩＯ ソーラーカーだん吉

13 日本テレビ 　1月クール水曜ドラマ　「曲げられない女」 三浦市内 菅野美穂 谷原章介 塚本高史

14 映画 「ワラライフ！！」 三浦市内 木村祐一 監督

15 ＰＶ 　中村舞子 「ＣＵＲＥ」 旧三崎高校 中村舞子

16 フジテレビ 　エチカの鏡　～ココロにきくＴＶ～ 三浦市内 再現ドラマ

17 ＮＨＫ教育テレビ もういちどみたい教育テレビ　「たんけんぼくのまちＳＰ」 三浦市内各所 チョーさん ★三浦市民の皆さん

18 ＰＶ 　戸松遥　5thシングル 「Ｇｉｒｌｓ，Ｂｅ Ａｎｂitious」 旧三崎高校 戸松遥

19 自主制作映画 　ＺＥＲＯデシベル 宮川公園 ☆

20 情報/日本テレビ 　ズームイン!! ＳＵＰＥＲ
三崎まぐろラーメン 魚市場　たち吉
みさきまぐろ倶楽部

羽鳥慎一 西尾由佳理

21 情報/テレビ東京 　厳選素材で最高の晩ごはんを作ろう！ 山森農園 魚市場 ほか アンジャッシュ 石川梨華 上原美優

22 ショートムービー 　☆ 旧三崎高校 ☆
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23 情報/CS 　旅チャンネル 三崎港 城ヶ島 ほか ☆

24 ドラマ/テレビ朝日 　土曜ワイド劇場 旧三崎高校 ☆

25 映画 　恋するナポリタン～世界で一番おいしい愛され方～ 三浦市内 村川透 監督　相武紗季 槇木大輔 塚本高史

26 映画 　さらば愛しの大統領 三浦市内
世界のナベアツ/柴田大輔 監督
ナベアツ 宮川大輔 ケンドーコバヤシ

27 PV
「FINAL FANTASY XIII テーマソング」
菅原紗由理「君がいるから」

矢作の浜 菅原紗由理

28 情報/CS 　旅チャンネル 三崎港 城ヶ島 ほか ☆

29 ドラマ/テレビ朝日 　「相棒 Season8」　第9話 三浦市内 水谷豊 及川光博

30 情報/長崎国際テレビ
　旬を満喫！九州地魚紀行
福岡放送・熊本県民・鹿児島・ほか

三崎港 北条湾 城ヶ島 阿藤快

31 ドラマ/NHK 　「陽炎の辻」　～居眠り磐音 江戸双紙～ 黒崎の鼻
山本耕史 中越典子 宇梶剛士
川村陽介 水野美紀　須賀健太

32 情報/NHK
　「こんにちはいっと6けん」
 ～わたしの街のイチオシさん～

かもめ児童合唱団　三崎まぐろラーメン
他

☆

33 PV 　My Little Lover「そらのしるし」収録曲 矢作の浜 ☆

34 写真 　企業広告 旧三崎高校 ☆

35 PV
TBS系ドラマ「小公女セイラ」主題歌
　UVERworld「哀しみはきっと」

旧三崎高校 CMスポット／志田未来

36 ﾊﾞﾗｴﾃｨｰ/ＴＢＳ 　中居正広の金曜日のスマたちへ 旧三崎高校　三崎堂書店 再現ドラマ

37 情報 　海外紀行番組「BizarreWorlds」 くろば亭 通訳／笹谷月慧

38 情報
　「旬を満喫！九州地魚紀行」
　福岡放送 熊本県民テレビほか

三崎港 北条湾 城ヶ島 阿藤快

39 ドラマ/フジテレビ 　 LIAR GAME　シーズン2 黒崎の鼻 三戸海岸 戸田恵梨香 松田翔太

40 情報 　Ｊ：ＣＯＭ　「湘南風景」 毘沙門～剱崎～松輪 風景イメージ映像

41 映画 ☆ 黒崎の鼻 三戸海岸 辻 監督

42 ﾊﾞﾗｴﾃｨｰ/ＴＢＳ
　飛び出せ！科学くん
「驚愕！最凶の危険生物大図鑑スペシャル」

油壺 田中直樹 中川翔子 科学くん

43 ドラマ/ＴＢＳ 　日曜劇場 「ＪＩＮ－仁」 遠津浜 大沢たかお 中谷美紀 綾瀬はるか　小出恵介 内野聖陽

44 映画 　Ｒｅ：Play-Girl 幻影学園 三浦市内 外岡えりか 佐武宇綺 佐藤さくら



45 映画 昭和の赤い灯 上諏訪神社 三戸海岸 愛川欽也 監督

46 ドラマ/フジテレビ 　オトメン 乙男～秋～　vol.9-10 旧三崎高校 ほか 岡田 将生 夏帆　木村 了 瀬戸 康史 佐野 和真

47 CM 東京ガス Web コンテンツ 旧三崎高校 ☆

48 情報/テレビ朝日 スマステーション うらり 三崎魚市場　京浜急行 ☆

49 情報/テレビ東京
　土曜スペシャル
歩いて発見！秋の絶景ハイキング

三浦「岩礁のみち」
　宮川湾 剱崎 間口漁港

宮本和知＆若柳きらら夫妻

50 映画 　大人になった夏 海上亭 市立病院 三崎港ほか 長嶋永知 監督　山谷花純 江野沢愛美 小嶺きらら

51 情報/日本テレビ 　満点☆青空レストラン 松輪サバ 間口漁港 ベッキー 宮川大輔 錦野旦

52 ＰＶ 　Ｃａｐｓｕｌｅｎｏｔｅ　「beautiful days」 宮川公園 ほか Ｃａｐｓｕｌｅｎｏｔｅ/TAKAYUKI

53 ドラマ/テレビ朝日 　仮面ライダー ダブル 宮川公園・風車 ☆

54 ドラマ/ＮＨＫBS-hi 　わたしが子どもだったころ　「菊地成孔篇」 三崎下町 諸磯公園　白髭神社 さくらや 烏丸せつこ 浜田学 伊井大輔

55 ショートフィルム ☆ 旧三崎高校 ﾘｰﾏｶﾌﾞﾙ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ･ｵﾌﾞ･ｻﾞ･ｲﾔｰ出品作品

56 情報/テレビ東京 　出没！アド街ック天国 三浦海岸周辺 司会 愛川欽也

57 映画 　孤高のメス 三浦市内 成島出 監督　堤真一 夏川結衣 吉沢悠

58 PV 　EL　DORADO ☆ ☆

59 情報/CS 　「散策のすすめ」　第18回三浦半島散策 魚市場 うらり　油壺マリンパーク 他 ☆

60 映画 　Ｍｏｎｏｃｈｒｏｍｅ 旧三崎高校 ☆

61 PV 　PAZOO「クラスメイト」 旧三崎高校 PAZOO

62 ドラマ/TBS 　金曜ナイト劇場「帝王」 菊名海岸 塚本高史 黒川芽以

63 日本テレビ 　行列のできる法律相談所 旧三崎高校 再現VTR

64 Vシネマ 　すんドめ4 旧三崎高校 鈴木茜 二宮敦　次原かな

65 ドラマ/テレビ朝日 　ダンディ・ダディ？ 海南神社 ほか 舘ひろし 南沢奈央 石黒英雄

66 映画 　BECK 旧三崎高校
堤幸彦 監督
水嶋ヒロ 佐藤健 桐谷健太　中村蒼 向井理

67 CM 　民主党　TV-CM 大宝院公園 ☆

68 写真 　雑記「anan」プリウスデート 宮川公園 竹財輝之助　石坂友利

69 ドラマ/TBS 　日曜劇場「ぼくの妹」 旧三崎高校 オダギリジョー 長澤まさみ



70 情報/フジテレビ 　奇跡体験！アンビリバボー 和田長浜海岸 再現VTR

71 ドラマ／フジテレビ 　オトメン（乙男） 荒井浜 海上亭 岡田将生 夏帆

72 PV 　Hi-Fi CAMP「だから一歩前へ踏み出して」 旧三崎高校 Hi-Fi CAMP（ハイファイキャンプ）

73 PV 　supercell　1st　single　「君の知らない物語」 旧三崎高校 supercell

74 情報/BSフジ 　ウォーキングプラス+ 油壷マリンパーク　城ケ島 宮川公園 パックンマックン 宮崎京

75 ドラマ/テレビ朝日 　金曜ナイトドラマ「名探偵の掟」 旧三崎高校 松田翔太 木村祐一 香椎由宇

76 PV 　FLOW　「OK！Summer」 魚市場 和田長浜海岸 FLOW

77 情報/テレビ東京 　所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ 三崎 司会 所ジョージ 清水ミチコ

78 Vシネマ 　にゃらんムムム！の旅 市内各所 にゃらん（猫）

79 写真 　「PUMA」カタログ撮影 赤羽海岸 剣崎 ☆

80 映画 　ランブリングハート 旧三崎高校 市内各所 村松亮太郎 監督　臼田あさ美 桐山漣 大口兼悟

81 PV 　さよならはいつも側に 旧三崎高校 清水翔太

82 ドラマ/テレビ東京 　レスキューファイアー 旧三崎高校 久保翔

83 雑誌 　中学生雑誌「ｎｉｃｏｌａ」 旧三崎高校 ☆

84 Ｖシネマ 喧嘩の極意５ 旧三崎高校 小笠原大晃 小林且弥

85 写真 　CONVERSE０９FALL＆WINTERビジュアル撮影 旧三崎高校 ☆

86 ドラマ/TBSテレビ 　金曜ドラマ「スマイル」 三戸海岸 松本潤 新垣結衣 中井貴一

87 ＴＢＳテレビ 　中居正広の金曜日のスマたちへ　「辰吉丈一郎編」 三崎高校 宮川湾　三崎下町 再現ドラマ

88 映画
　ブラック会社に勤めてるんだが、
　　　　　　　もう俺は限界かもしれない

三浦市内 佐藤祐市 監督　小池徹平

89 ドラマ/TBS 　桜田門　南平班 城ヶ島　赤羽根海岸 村上弘明 鈴木一真 伊藤かずえ

90 Ｖシネマ 　天然果汁 さやか 旧三崎高校 ☆

91 ＴＢＳテレビ 　中居正広の金曜日のスマたちへ　「清原和博編」 旧三崎高校 再現ドラマ

92 Ｖシネマ 　ガチバン　Ⅳ最狂戦争Ⅴ竜虎炎上 旧三崎高校 佐野和真 中山卓也 脇知弘 末野卓磨

93 映画/東宝 　キラー・ヴァージンロード 三浦市内 岸谷五朗 監督　上野樹里 木村佳乃

94 Ｖシネマ ハングリーハート2 旧三崎高校 市川 徹 監督　小堀慎平 延山信弘 水元秀二郎



95 情報/TBSテレビ 　はなまるマーケット 魚市場 観光ボランティア 野崎数馬

96 ＰＶ かりゆし58　「ただひとつだけ伝えたいこと」 市営住宅 海南神社 浜諸磯 ★エキストラ協力

97 情報/J-com 　湘南風景 宮川公園 ☆

98 情報/TBSテレビ 　ひるおび 市場入札 恵俊彰

99 情報/テレビ東京 　スーパーJチャンネル 三崎朝市 ラッシャー板前

100 情報/NHK 　ニッポン釣りの旅 旧三崎高校 丸十丸 前田敦子（AKB48）

101 映画 　呪怨 「黒い少女」 三浦市内 安里真里 監督　瀬戸康史 中村ゆり

102 映画 　僕らはあの空の下で 旧三崎高校 平林克理 監督　古川雄大 細貝圭 永岡卓也 佐藤永典

103 ドラマ／BS-i 　恋のホロスコープ 旧三崎高校 中谷友保 石山蓮華

104 写真 　ＴＯＫＹＯ★1週間 うらり 城田優

105 バラエティー 　宿で逢いましょう うらり ココリコ田中 松下由紀 ロンブー亮

106 Ｖシネマ 　ガチバンⅢ 「武闘宣戦」」 旧三崎高校 三崎下町 元木隆史 監督　佐野和真 中山卓也 脇知弘 末野卓磨

107 写真 　週刊少年チャンピオン 旧三崎高校 小池里奈

108 情報 　ウォーキングプラス 三浦市内 旧三崎高校

109 ＰＶ 　上松秀美 「時代」 黒崎の鼻 上松秀美

110 映画 　仮面ライダーキバ 剣崎海岸 ☆

111 映画 　呪怨「白い老婆」 三浦市内 三宅隆太 監督　南明奈 鈴木裕樹

112 ＣＭ 　石井杏奈 学習塾 旧三崎高校 石井杏奈 山岡亮太 佐倉絵麻

113 映画 　スラッカーズ 旧三崎高校 村松正浩 監督　柄本時生 森岡龍 小林且弥 須賀貴匡

114 映画 　白日夢 三浦市内 森山花奈 大阪俊介

115 情報 　湘南まるごとどっちすき 三浦市内各所 たかとりじゅん 宮本ムサシ

116 情報 　奇跡の感動物語 旧三崎高校 旧三崎高校

117 映画 　ＰＯＷＥＲ ＳＴＡＮＣＥ 旧三崎高校 ☆

118 ドラマ/ＮＨＫ 　坂の上の雲 和田長浜海岸 本木雅弘 阿部寛 香川照之 菅野美穂

119 Vシネマ 　花と嵐とギャング(仮) 三浦市内 松方弘樹 松田優

120 ＣＭ 　洋服の青山 旧三崎高校 上戸彩



121 写真 　いきとしいけるもの 旧三崎高校 ☆

123 PV 　INFLAVA 「セツナイング」 旧三崎高校　他 INFLAVA


