
NO. ジャンル 作品名 ロケ地協力 監督／出演者　（敬称略）

1 PV 　FUNKY MONKEY BABYS　「ランウェイ☆ビート」 ＊ FUNKY MONKEY BABYS

2 TVK 　ドラマ 「犬飼さんちの犬」　全12話/1話30分 三浦市内各所 小日向文世 ちはる

3 TBS-CS 　 ニュースバード 年末特番「2010年の10大ニュース」 三崎港周辺 ＊

4 NHK総合 　首都圏ネットワーク（季節の映像を紹介するコーナー） 三浦海岸 須原農園 ＊

5 テレビ東京 　この日本人がスゴイらしい ＊ 再現VTR

6 NHKラジオ第一 　「つながるラジオ」金曜旅倶楽部　旅にでようよ 三浦市内各所 秋山秀一（旅行作家・東京成徳大学教授）

7 映画 　東京芸術大学 ＊ ＊

8 TVK
　カナフルTV
ちじ散歩～三浦編～「ウィークリー知事現場訪問」

三崎魚市場 うらり 城ヶ島 松沢県知事　三浦中華料理研究会

9 フジテレビ
もしもツアーズ
「サザエさんと行く！年末三崎まぐろ買出しツアー」

三浦海岸　廻転寿司海鮮　イイジマ農園
うらり 港楽亭

キャイ～ン 三瓶　観月ありさ 勝俣州和

10 テレビ東京
　いい旅・夢気分
「三崎から湘南へ旬の海の幸と富士を望む旅」

三崎魚市場 うらり　紀の代 川島農園 中島史恵 梶原真弓

11 ＮＴＴdocomo 受験生応援動画「あともう一歩～無限ループ∞受験生～」 旧三崎高校　市内公園 神社 ほか 磯貝奈美 塩顕冶　中島和也 久松郁美

12 ＣＭ 　 ＊ 市内各所 ＊

13 ＰＶ 　 Ｎａｏ 「ぱすてるチャイム」 旧三崎高校 ＊

14 日本テレビ 　 「ＦＡＣＥ ＭＡＫＥＲ」　10話 旧三崎高校 永井大 日向千歩 星野真理

15 テレビ東京 　関東近郊！クチコミB級グルメBEST30 みさきまぐろ倶楽部「とろまん」 ＊

16 NHK総合 　ゆうどきネットワーク　　「三浦のキンメダイ」 三崎港周辺 ＊

17 関西TV・フジTV 　美しき隣人　第8話 三浦市内海岸 仲間由紀恵 檀れい

18 NHK総合 　ドラマ１０　　「セカンドバージン」9話 三初声漁港 三戸海岸 鈴木京香 長谷川博巳

19 PV 　arisa　「キズナ」 旧三崎高校　市内農道・海岸 ほか arisa ／ 西平風香

20 Vシネマ ＊ 火葬場 城ヶ島 辻裕之 監督

21 Vシネマ ＊ 三戸海岸（黒崎） ＊

22 スチール写真
劇団EXILE華組・風組合同公演
「ろくでなしブルース」販売用パンフレット掲載写真

旧三崎高校 劇団EXILE華組　劇団EXILE風組
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23 テレビ朝日 検事・鬼島平八郎 第3話 黒崎の鼻
濵田雅功 内田有紀　濱田岳
西山茉希 松重豊 西村雅彦

24 フジテレビ スーパーニュースウィーククエンド 三崎港町まつり ※ご来場の皆様※出店者の皆様

25 アリランTV 特別企画ドキュメンタリー　「マグロの未来と資源」
三崎魚市場 三崎朝市　シーユニオン
まぐろ栽割場　くろば亭 豊魚亭 ほか

取材先関係者の皆様

26 新聞 はまかぜ新聞「気ままな歩きレポート」三崎下町編
みうら映画舎「R-0」　チャッキラコ・三崎昭和館
ガラス工芸館 ﾐｻｷﾌﾟﾚｯｿ　貝がらホール

取材先関係者の皆様

27 テレビ朝日 天装戦隊ゴセイジャー 黒崎の鼻
千葉雄大 さとう里香 浜尾京介
にわみきほ 小野健斗

28 TBSテレビ ひるおび！「山本輪だあ～　三浦半島編」 三崎魚市場　牡丹 寛太郎　ほか
恵俊彰 小倉弘子アナウンサー
山本匠晃アナウンサー　ゲスト：松本伊代

29 テレビ朝日 二人の食卓～ありがとうのレシピ～ 三崎魚市場 魚音本店　三崎産直センターうらり 八嶋智人 市川寛子アナ　ゲスト：松方弘樹 内田有紀

30 VTR COP10「生物多様性条約第10回締約国会議」 三崎港マグロの水揚げ風景 ＊

31 CM イオンリテイル「新入学・学習机篇」 旧三崎高校・体育館 加藤清史郎

32 CM 　競馬組合「インターネット投票」 間口漁港（江奈）　清丸・鈴米丸 ＊

33 PV 　天才てれびくんMAX「ささやきの天使」 旧三崎高校 宮川公園　三崎下町商店街 杏奈 朱里 美羽

34 テレビ朝日 　ナサケの女　～国税局査察官～ 第1話 三戸海岸（黒崎） 米倉涼子

35 ＮＨＫ総合
　大河ドラマ 「龍馬伝」
第38回 第39回第41回 第42回44回46回47回

黒崎の鼻　和田長浜海岸 福山雅治 伊勢谷友介 蒼井優

36 テレビ朝日 　やじうまサタデー「やじサタ調査隊」 三崎まぐろラーメン ＊

37 TBSテレビ
中居正広の金曜日のスマたちへ
「水木しげるロード」商店街活性化の再現ドラマ

三崎下町商店街　魚市場会議室 城ヶ島漁協
モンシェリー 上田石材工業 嘉山畜産
尾張屋靴店　駄菓子の大津屋　八百兵商店
梶原電気商会　旧三崎高校

※協力店舗関係者の皆様

38 TBSテレビ 　月曜ゴールデン「森村誠一サスペンス」～正義の証明～ 旧三崎高校 民家　三崎下町商店街 吉田栄作

39 映画 　毎日かあさん 三浦市内各所 小林聖太郎 監督　小泉今日子 長瀬正敏

40 TBSテレビ 　月曜ゴールデン「弁護士 一之瀬凛子３」 黒崎の鼻 ＊

41 テレビ朝日
　スーパーモーニング
「スパモニ情報局」中継～馬に乗って海中散歩

三浦海岸
クリエ三浦海岸ホ
ストレッキングファームスタッフの皆さん

42 NHK総合 　ゆうどきネットワーク「発見！市場の味めぐり」 三崎産直センターうらり　魚市場　ほか ＊



43 映画 　劇場公開予定作品 城ヶ島（長津呂崎・安房崎） ＊

44 Vシネマ 　「菱の侠魂」（仮題） 城ヶ島 金澤英次監督　本宮泰風 小沢仁志 伊吹剛

45 日本テレビ 世界1のSHOWタイム第2弾ギャラを決めるのはアナタ 城ヶ島　パフォーマー紹介の背景映像 ＊

46 東京MXTV 　3P　スリーピース 三浦海岸 大久保佳代子 鳥居みゆき　浜田ブリトニー

47 ラジオ日本 　土井里美のヨコハマろはす 三浦市役所 三浦市・杉山副市長（電話で生出演）

48 NHK総合
　首都圏ネットワーク
「シティセールス」営業開発課の取り組み

三浦市役所
三浦市・営業開発課
みうら夜市・三富染物店　民宿はら　ほか

49 BeeTV 　世界の終りに咲く花 三浦市内各所 川島海荷 中村蒼

50 フジテレビ 　ジョーカー JOKER　第5話 うらり 北下浦漁港 ほか 堺雅人 錦戸亮 杏

51 ＴＶＫ 　あっぱれKANAGAWA大行進 イイジマ農園

52 ＴＶＫ 　「ｉバザール」 みうら夜市情報

53 テレビ朝日 　「ぷっ」スマ　彅スケ日帰りアルバム旅行 湘南篇 旧三崎高校 草彅剛（SMAP） ユースケ・サンタマリア 大熊英司

54 雑誌 　じゃらん 関東版 三浦市内 ☆

55 テレビ朝日 　ちい散歩「三崎篇」
三崎港岸壁 まぐろ栽割場　うらり
海南神社 宗よし

地井武男

56 テレビ朝日 　スーパーJチャンネル　ラッシャー板前の便利屋大将 くろば亭 三崎朝市 魚市場 ラッシャー板前

57 映画 　海外出品作品 黒崎の鼻 ☆

58 雑誌 　KANAGAWA Hanakoみうら夜市情報！ みうら夜市 ＊

59 ラジオ日本 　土井里美のヨコハマろはす 三浦市役所 三浦市吉田市長（電話で生出演）

60 ＴＶＫ 　「ＮＥＷＳハーバー」 三浦市役所 三浦市吉田市長

61 テレビ東京 　ピラメキ～ノＧ　「ドロＰ」 旧三崎高校 はんにゃ フルーツポンチ

62 ＴＶＫ 　戦国鍋ＴＶ　なんとなく歴史が学べる映像 旧三崎高校　ほか ★

63 ＴＢＳテレビ
中居正広の金曜日のスマたちへ
「波瀾万丈 後藤真希篇」

旧三崎高校 若宮神社藤屋（三崎ホール） 再現ドラマ

64 テレビ朝日 　金曜ナイトドラマ　「熱海の？捜査官」 三浦市内各所 三木聡 監督　オダギリジョー 栗山千明

65 ＴＢＳテレビ 　「タンブリング」
三浦(下浦)海岸 三崎港周辺 北条橋　城ヶ島
通り矢 向ヶ崎 松輪　三浦市立病院
三崎下町商店街　キーコーヒー 旧三崎高校 他

山本裕典　瀬戸康史 三浦翔平　大東俊介 西島隆弘
富浦智嗣　柳下大 賀来賢人 タモト清嵐

66 フジテレビ 　昼ドラ　「明日の光をつかめ」 三浦市内各所 広瀬アリス 榊原徹士川崎麻世 矢沢心 渡辺いっけい

デビット伊藤 三崎アナウンサー



67 東海テレビ
　番組宣伝「明日の光をつかめ」
みんなが愛に溺れちゃうＳＰ

うらり 三崎港 海南神社　宗よし 魚市場 広瀬アリス 榊原徹士

68
ショートムー
ビー

　「THE GAME Ⅱ」～Boy's Film Live～ ★ ★

69 テレビ朝日 　俳優の集まるレストラン　最強マル秘大好物グルメSP 三崎朝市　旧三崎高校 栗山千明

70 テレビ朝日
　はい！テレビ朝日です
「スペシャルトーク栗山千明」～熱海の捜査官～

旧三崎高校 栗山千明

71 自主制作 　日本映画学校 黒崎の鼻 実習作品

72 ＴＢＳテレビ
中居正広の金曜日のスマたちへ
「波瀾万丈 岡本真夜篇」

旧三崎高校 タナカヤ　宮川フィッシャリーナ 再現ドラマ

73 ＴＢＳテレビ 　「ハンマーセッション」 2話 三浦市内 速水もこみち 志田未来　比嘉愛未 六平直政

74 テレビ東京 　ドラマ２４　「モテキ」 三浦市内 山本未來

75 ＰＶ 　グループ魂「ラブラブエッサイム82」 三浦市内 グループ魂

76 ＤＶＤ 　ＳＰスピンオフムービー「戦闘少女外伝・佳恵物語」 ★ 森田涼花

77 ＮＨＫ 　生中継ふるさと一番 三崎港 うらり　山久（まぐろ粕漬け） 石倉三郎

78 ＣＭ 　三菱自動車（西日本限定） 和田長浜海岸 ☆

79 フジテレビ 　めざましテレビ「ミニまちうらない・映像」
魚市場　三崎朝市 キャベツ畑
油壺マリンパーク ほか

☆

80 ＴＢＳテレビ
　中居正広の金曜日のスマたちへ
「波瀾万丈 高橋大輔篇」

旧三崎高校 松岡理容館　ハイカラ亭（引橋店） 再現ドラマ

81 ＰＶ 　TOKIO　「遥か」 毘沙門湾　魚市場ビル　レストラン　ほか ＴＯＫＩＯ

82 フジテレビ 　ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ「東京リトル・ラブ」　7話 三浦海岸 夏宇堂 平方元基　大塚シノブ 肘井美佳

83 日本テレビ 　「Oha!4 NEWS LIVE」～満載宮崎旅行社～ 三崎港周辺 魚市場魚音 福の家 宮崎宣子アナウンサー

84 テレビ朝日 　「アメトーク！」もっとホリケンほっとけない芸人 三崎港周辺 城ヶ島　油壺マリンパーク 他 MC 雨上がり決死隊　ゲスト：堀内健

85 テレビ朝日 　笑顔がごちそう「ウチゴハン」　春キャベツ 山崎農園 うらり 江角マキコ 山口智充 子供達

86 日テレG＋ 　アイラブフィッシュ 三崎港周辺 魚市場 エド山口

87 NHK総合 　ゆうどきネットワーク三崎「まぐろ」vs宮崎「かつお」 産直センターうらり 三崎まぐろ鉄火巻き 他 三浦市民の皆さん

88 BeeTV 　Beautiful Love　　　～君がいれば～ 海岸 ユチョン（東方神起）大政絢

89 雑誌 　STORY6月号「山女子スタイルコレクション」 黒崎の鼻 ☆



90 日本テレビ 　ズームインスーパー ロックの学園/三崎高校 ロックの学園2010

91 フジテレビ 　FNNスーパーニュース 牡丹・三崎港周辺 三浦中華料理研究会  三崎まぐろラーメン

92 ＮＨＫ 　こころの遺伝子　～あなたがいたから～ 三浦市内 再現ドラマ 第8回・白石康次郎

93 Ｖシネマ 　「天獄の島」 三浦市内各所 辻 監督 小沢仁志

94 ＰＶ 　めざにゅ～ 三崎港周辺 ☆

95 日本テレビ 　左目探偵EYE 三浦淨苑 山田涼介 横山裕 石原さとみ

96 企業冊子 　JEEスチール㈱　東日本所内報「うみかぜ」 城ヶ島 ☆

97 フジテレビ 　もしもツアーズ 三崎朝市 キャイーン 三瓶 坂下千里子

98 テレビ朝日 　土曜スペシヤル　～春のフリーきっぷで行くお得旅～ 三浦海岸 城ヶ島 他 駒田夫妻

99 テレビ東京 　「料理の怪人」 三崎港周辺 くろば亭

100 ＴＢＳテレビ 　「えなりかずき！そらナビ」 春キャベツ 三浦市内 ☆

101 テレビ朝日 　金曜ナイトドラマ　「サラリーマン金太郎２」 三浦市内 永井大 井上和香

102 ＰＶ 　洋服の青山「AOYAMA SUIT COLLECTION」 旧三崎高校 東京ガールズコレクション イメージ映像

103 ＴＢＳテレビ
中居正広の金曜日のスマたちへ
波瀾万丈ＳＰ「近藤真彦30周年・母との物語～」

旧三崎高校 再現ドラマ

104 ＢＳ-ＴＢＳ 　「発掘・新ニッポン 旅の地図帳」 三浦海岸 イイジマ農園 小倉弘子アナウンサー

105 ＰＶ 　TIA　「サクラ涙」 旧三崎高校 ＴＩＡ

106 ＰＶ 　嘘つきバービー　「化学（ばけがく）の新作」 旧三崎高校 嘘つきバービー

107 映画 　☆ 初声漁港 三戸海岸 ☆

108 テレビ神奈川 　あっぱれ神奈川大行進 イイジマ農園 宮川風車 まるよし食堂 福の家 他 デビット伊藤 三崎アナウンサー 観光ボランティア

109 ＣＭ 　mixi　TV-CM「卒業篇」 旧三崎高校 ☆

110 ＰＶ 　10thシングル 奥華子「初恋」 旧三崎高校 奥華子

111 ＰＶ 　ゆいかおり　 「Our Steady Boy」 ☆ 小倉唯 石原夏織

112 日本テレビ 　 「曲げられない女」 旧三崎高校 菅野美穂 塚本高史 谷原章介


