
ＮＯ． ジャンル 作品名 ロケ地協力 監督／出演者　（敬称略）

1 映画 パトレイバー　～NEXT GENERATION～ 二町谷埋立地・うらり 真菜恵里奈・福士誠治

2 映画
仮面ライダー大戦
平成ライダーVS昭和ライダー

二町谷埋立地・城ケ島 藤岡弘　半田健人

3 TBS 夜のせんせい 旧三崎高校 観月ありさ・山本耕史

4 テレビ東京
たった一度の約束
～時代に封印された日本～

城ケ島　三浦市内各所 柳場敏郎・夏川結衣

5 日本テレビ 慰謝料弁護士 市内海岸 田中直樹（ココリコ）・矢田亜希子

6 映画 万能鑑定士Q　モナ・リザの瞳 城ケ島 綾瀬はるか・松坂桃李

7 映画 るろうに剣心　京都炎上編 黒崎の鼻 佐藤健

8 映画 るろうに剣心　伝説の最期編 黒崎の鼻 佐藤健

9 TBS 中居正広の金スマスペシャル 三崎下町・魚市場 槇原さおり

10 PV RAYのミュージックビデオ 旧三崎高校 RAY

11 Vシネマ 美容院へ行こっ！（仮） 三崎下町・スナック「蘭」 七海なな・石野理央

12 映画 ホットロード 三崎中学校・金田漁港・市役所 能年玲奈・登坂広臣

13 NHK総合 大河ドラマ　軍師官兵衛 遠津浜海岸 岡田准一　竜雷太

14 フジテレビ チームバチスタ「螺鈿迷宮」
まぐろ加工センター・白石漁港
下町商店街　他

仲村トオル・伊藤淳史・柳葉敏郎

15 テレビ東京 リバースエッジ大川端探偵社 旧三崎高校 オダギリジョー

16 日本テレビ 金田一少年の事件簿　獄門塾殺人事件 旧三崎高校 山田涼介・川口春奈

17
NHKBS
プレミアム

拝啓　色川先生
～作家・伊集院静の原点～

遠津浜 国村隼

18 NHKBS1 ランスマ～街の風になれ～ 旧三崎高校　引橋 中村優

19 DVD DVD特典映像 三浦市内各所 私立恵比寿中学

20 Ｖシネマ いけない！ルナ先生 旧三崎高校 深澤大河

21 NHK教育 大！天才てれびくん 旧三崎高校 長谷川ニイナ
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22 CM ソフトバンクのＣＭ 旧三崎高校 ☆

23 映画 日大芸術学部制作 旧三崎高校 ☆

24 UULA モトカレEpsode4 剣崎バス停・三崎下町 木村了・早織

25 PV 上野優華のミュージックビデオ 旧三崎高校 上野優華

26 NHK教育 青山ワンセグ開発 旧三崎高校 ☆

27 PV かりゆし58のミュージックビデオ「恋の矢」 旧三崎高校 優香　かりゆし５８

28 TBS 彼岸島 三浦市内の海岸 白石隼也・鈴木亮平

29 フジテレビ
実録ドラマスペシャル　ねじれた絆
赤ちゃん取り違え事件42年の真実

旧三崎高校・三浦市内各所
板谷由夏・西田尚美・光石研
ゴリ（ガレッジセール）

30 映画 日大芸術部の映画 旧三崎高校 ☆

31 映画 自主制作映画 城ヶ島 ☆

32 映画 晴天の霹靂 三崎港バス停周辺 劇団ひとり・大泉洋

33 BS朝日 百年名家 山田屋酒店・サヴォリクラブ　他 八嶋智人・牧瀬里穂

34 テレビ東京 殺しの女王蜂 旧三崎高校 モデルガールズ・渡辺直美・高岡早紀

35 CM 少女コミックプロモーション 旧三崎高校 ☆

36 フジテレビ ぶらぶらサタデー 旧三崎高校 タカアンドトシ・温水洋一・坂上忍

37
WOWOW
プライム

KAZEOKE 旧三崎高校 いとうせいこう・神田愛花・山本舞花

38 テレビ朝日 ももクロChan 旧三崎高校 ももいろクローバーZ

39 CM auツナガルチカラ 三浦海岸 剛力彩芽

40 TBSテレビ ザ・パートナー愛しき百年の友へ 三浦市内海岸 東山紀之・武井咲・柄本明

41 テレビ東京 虎ノ門市場　幸せごはん漫遊記 三崎魚市場 舞の海秀平

42 PV ミュージックビデオ 旧三崎高校 高杉さと美

43 テレビ朝日 監察官　羽生宗一 三浦市内各所 中村梅雀・戸田恵子

44 映画 ニシノユキヒコの恋と冒険 三崎朝市 竹野内豊・中谷美紀

45 映画 ゲームセンターCX 溝川酒店・三崎下町商店街 有野晋哉



46
CX
フジテレビ

セブンティーンキラー 胴網海岸 ☆

47 ＰＶ 「コトノハ」PV 二町谷埋立地 KIDS

48 ＰＶ JASMINEのPV 旧三崎高校 JASMINE

49 教育テレビ おかあさんといっしょ 三崎市場 ☆

50 ビデオ 宝探しDVD 旧三崎高校 ☆

51 その他 コンペ出品用ショートフィルム 旧三崎高校 ☆

52 その他 配信動画用ショートフィルム 宮川公園 ☆

53 TBSテレビ 天魔さんがゆく 旧三崎高校・三崎小学校 堂本剛・川口春奈・皆川猿時

54 テレビ朝日 お天気お姉さん最終回 椿の御所幼稚園　他 武井咲・大倉忠義・壇蜜

55 日本テレビ メレンゲの気持ち 三浦市内各所 石塚英彦、久本雅美

56 TBSテレビ キスマイフェイク　偽Ｖシネマ 三崎下町・城ヶ島 小沢仁志・佐藤雅俊

57 テレビ東京 交渉人ゆり子 杉山洋品店・KEYコーヒー 市原悦子・濱田マリ・有森也実

58 映画 リュウグウノツカイ 旧三崎高校・三浦市内各所 武田梨奈

59 ＰＶ つりビットＭＶ 旧三崎高校 つりビット

60
NHKBS
プレミアム

かすていら 城ケ島大橋・諸磯漁港　他 遠藤憲一・西田尚美

61 ＰＶ 少女時代「LOVE＆GIRLS」 シーボニアマリーナ 少女時代

62 日本テレビ 志村どうぶつ園特別編８ 三浦市内各所 志村けん

63 映画 テルマエロマエⅡ 黒崎の鼻 阿部寛

64 映画 讐-ADA- 旧三崎高校・三浦市内各所 ☆

65 テレビ朝日 市場めし港ごはん 三崎朝市他
山下真司・宍戸開
Ｕ字工事・東貴博(Take2)

66 フジテレビ ガリレオ科学実験バラエティ 旧三崎高校 春日俊彰（オードリー）

67 日本テレビ ＮＥＷＳ　ＥＶＥＲＹ 三崎フィッシャリーナ・ウォーフ「うらり」 藤井貴彦・陣内貴美子

68 映画 生贄のジレンマ 旧三崎高校 須賀健太・竹富聖花

69 TBS
西村京太郎サスペンス
十津川警部50「消えたタンカー」

三崎港　他 渡瀬恒彦・渡哲也・伊東四朗



70 BS-ＴＢＳ Hello！フォト☆ラバーズ　ミル・トル・アルク 三浦市内各所 山口智充

71 テレビ東京 日曜ビッグバラエテイ・こんな所にレストラン 三浦市内各所 ヨネスケ

72 フジテレビ 幽かな彼女
旧三崎高校・三崎港・喫茶ポエム
下町階段

香取慎吾・杏・前田敦子

73 日本テレビ 雲の階段 市内海岸・諸磯青少年センター 長谷川博巳・稲森いずみ・木村文乃

74 ＴＢＳ 金曜日のスマたちへ・再現ドラマ 旧三崎高校 中居正広・大竹しのぶ・ベッキー

75 日本テレビ 行列のできる法律相談所・再現ドラマ 旧三崎高校 東野幸治　徳島えりかアナウンサー

76 フジテレビ 白衣の涙　第一部「余命」 初声漁港 水野美紀・永井大・MEGUMI

77 映画 続・３D貞子 旧三崎高校 滝本美織・大澤逸美

78 日本テレビ 泣くな、はらちゃん

城ケ島大橋・三崎堂書店
喫茶ジュルビアン花暮岸壁
城ケ島・海南神社・下町商店街
三浦市内各所

長瀬智也・麻生久美子
薬師丸ひろ子・丸山隆平

79 ＮＨＫ総合 鶴瓶の家族に乾杯 毘沙門茶屋・三浦市内各所 笑福亭鶴瓶・剛力彩芽

80 日本テレビ 先輩RockYou心ゆさぶるトゥルーストーリー 城ケ島漁村センター ☆

81 テレビ東京 ぱじ 火葬場 伊東四朗・伊武雅人・吉行和子

82 フジテレビ ビブリア古書堂の事件手帳 旧三崎高校 剛力彩芽・AKIRA・田中圭

83 ＰＶ 乃木坂46 旧三崎高校 乃木坂46

84 ＣＭ 日本香堂 椿の御所幼稚園　他 ☆

85 ＣＭ JA共済 三浦市内 ☆

86 BeeTV プロポーズにまつわる４つの物語 旧三崎高校 ☆

87 ＰＶ KnockOutMonkyのミュージックビデオ 旧三崎高校 KnockOutMonky

88 その他 電気会社企業PRビデオ 三浦市内の海岸 ☆


