
NO. ジャンル 作品名 ロケ地協力 監督／出演者　（敬称略）

1 ＰＶ かりゆし58「さよなら」 旧三崎高校 かりゆし58 　★エキストラ協力

2 ＰＶ 　ソナーポケット「友達に贈る歌」 旧三崎高校 ソナーポケット

3 ＰＶ 　ＡＫＢ48「渡り廊下走り隊」 旧三崎高校 ＡＫＢ48

4 映画 　細菌列島 旧三崎高校 村上賢司 監督 竹中直人 須藤謙太朗 三輪ひとみ

5 写真 　スラムダンク 「あれから10日後」 旧三崎高校 海 井上雄彦

6 ドラマ/フジテレビ 　トライアングル 旧三崎高校 江口洋介

7 写真 　スクールガール写真館 旧三崎高校 一双希

8 ドラマ/テレビ朝日 　つづく。で終わる物語2 旧三崎高校 ☆

9 ドラマ/フジテレビ 　メイちゃんの執事 旧三崎高校 三戸浜 うらり 水嶋ヒロ 榮倉奈々 佐藤健

10 ＰＶ Laｒｃ～eｎ～Ciel「SEVENTH HEVEN」 三崎染物店 漁港 Laｒｃ～eｎ～Ciel

11 写真 　スクールガール写真館 旧三崎高校 一双希

12 ＴＢＳテレビ 中居正広の金曜日のスマたちへ ☆ ☆

13 ドラマ/フジテレビ 　至死海流 馬の背洞門 片岡鶴太郎 船越英一郎

14 ﾊﾞﾗｴﾃｨ/テレビ朝日 　旅の香り 重美屋 成龍丸 まるいち 寛太郎 西川史子 田山涼成

15 ﾊﾞﾗｴﾃｨ/テレビ朝日 　いきなり黄金伝説 三崎朝市 ☆

16 写真 　医療系製薬専門誌 旧三崎高校 ☆

17 ﾊﾞﾗｴﾃｨ/TBS 　恋するハニカミ 魚市場 うらり 品川祐 要潤

18 ＰＶ 　ファクトリーレコード 三戸浜海岸 ｋｏｔｏｋｏ 島みやえい子 ＭＥＬＬ 川田まみ 詩月カオリ

19 映画 　よるのくちぶえ 市営住宅 和田長浜海岸
遠山智子 監督
泉澤祐希 片岡礼子 品川徹 長谷川朝晴 韓英恵

20 ドラマ/フジテレビ 　赤い糸 旧三崎高校 体育館 南沢奈央 溝端淳平 木村了 岡本玲

21 ＣＭ 　ＭＡＺＤＡ デミオ 諸磯 宮川公園 ☆

22 ドラマ／BS-hi 　わたしが子どもだったころ　小松政夫編 城ヶ島 三崎港 海南神社 再現ドラマ

23 ＰＶ 　アナタＭＡＧＩＣ 旧三崎高校 モノブライト
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24 ＰＶ 　ＫＯｈ-ＢＯｈ 旧三崎高校 野口ちえこ

25 映画 　テケテケ 旧三崎高校 白石晃士 監督 大島優子 山崎真実 仲村みう

26 ドラマ/NHK 　QED証明終了 東部浄化センター 高橋愛 中村蒼

27 写真 　下新井兄弟のスプリングハズカム 三崎下町 大泉洋

28 映画 　夏の二重奏 下町 市営住宅 体育館 仁科貴 石堂夏央

29 映画 　余命１ヶ月の花嫁 菊名海岸 廣木隆一 監督  榮倉奈々 瑛太 柄本明

30 ドラマ/テレビ東京 　レスキューホース 和田長浜海岸 猪塚健人 早見優 はるの

31 Ｖシネマ 　喧嘩の極意3-4 旧三崎高校 ＯＺＡＷＡ 監督 小笠原大晃 本宮泰風 小沢和義

32 ドラマ/日本テレビ 金曜ロードショー「252生存者ありエピソードゼロ」 三浦市 水田伸生 監督　市原隼人

33 ドラマ/NHK 　花の誇り 旧三崎高校 瀬戸浅香 田辺誠一 葛山真吾

34 ＴＢＳテレビ 　中居正広の金曜日のスマたちへ　「桃井かおり編」 旧三崎高校 三崎下町 ☆

35 DVD 　NEWS PAPER うらり 魚市場 はまゆう NEWS PAPER

36 ﾊﾞﾗｴﾃｨ/フジテレビ 　ウィークワンダー 魚市場 西松 榊原郁恵 伊藤かずえ

37 ドラマ/テレビ朝日 　裁判員法廷 旧三崎高校 若村真由美 中村梅雀

38 ドラマ/日本テレビ 　トンスラ 宮川公園 遠津浜 温水洋一 吉高由理子

39 Sドラマ/テレビ朝日 　音女（otome） 向ヶ崎 井上雄介 監督

40 ドラマ/BS-i 　東京少女 菊名海岸 瓜生美咲

41 映画 　Enter The Void 市営火葬場 監督 ギャスパーノエ

42 ﾊﾞﾗｴﾃｨ/フジテレビ 　VVV6　東京Vシュラン2 ☆ ☆

43 ドラマ/テレビ朝日 　金曜ナイトドラマ「サラリーマン金太郎」 諸磯 宇津井健 永井大

44 Ｖシネマ 　「ガチバン2」 旧三崎高校 三浦海岸　長浜海岸 城定秀夫 監督　窪塚俊介 松浦祐也 沖原一生

45 ドラマ/WOWWOW 　連続ドラマＷ　191ｃｈ　「プリズナー」 旧三崎高校 水谷俊之 監督　玉山鉄二　鶴田真由 大森南朋

46 Ｖシネマ 　すんドめ パートⅢ 旧三崎高校 宇田川大吾 監督　鈴木茜 二宮敦 次原かな

47 携帯ドラマ 　「VISIONCAST」　ワンセグドラマ 旧三崎高校 ほか 石川智徹 監督　北村悠 谷内伸也 KENN 苅羽悠

48 日本テレビ 　誰も知らない泣ける歌 旧三崎高校 三浦海岸 ♪イメージ映像

49 ドラマ／テレビ朝日 　打撃天使ルリ 三戸浜海岸 菊川怜 遠藤雄弥 池田努



50 映画 悲しいボーイフレンド 旧三崎高校 草野陽花 監督　寺脇康文 寺島咲　★エキストラ協力

51 ドラマ／BS-hi
「アーティスト・ムットーニ
武藤政彦　わたしが子どもだったころ

三崎下町商店街 ほか 再現ドラマ　★エキストラ協力

52 CM ふわりぃ　ランドセル 三崎小学校 ★エキストラ協力

53 映画 　インスタント沼 三浦市内 三木 聡 監督　麻生久美子 加瀬亮 温水洋一

54 ドラマ／テレビ東京 怨み屋本舗 SP「マインドコントロールの罠」 浄化センター
木下あゆ美 寺島進 前田健 きたろう　葵
小野健斗 窪塚俊介 佐野史郎

55 ＮＨＫ 　みんなの童謡　「かもめの水兵さん」 三浦海岸　海外湾 かもめ合唱団

56 ＰＶ 　ボブとモヒカン 宮川公園 ボブとモヒカン

57 情報／ＮＨＫ 　食彩浪漫　　海が好き！　　丸ごと食べつくす男の料理 菊名海岸 石丸謙二郎

58 ネットドラマ 　ｍｉｘｉにて配信 ☆ ☆

59 映画 　ぼくはうみがみたくなりました 城ケ島 三崎港　ほか
大塚ちひろ 伊藤佑貴 秋野太作
石井めぐみ ピエール瀧

60 情報／テレビ東京 　出没！アド街ック天国 三崎 城ケ島 ☆

61 雑誌/玄光社 　CM NOW 「卒業アルバム」 旧三崎高校 イメージ写真

62 ドラマ/ＴＢＳ 　金曜ドラマ　魔 王　第4話 三浦市内 大野智 生田斗真　田中圭 忍成修吾 脇知弘

63 ドラマ/ＴＢＳ 　日曜劇場　第3話　Tomorrow 陽はまたのぼる 三浦市内各所
竹野内豊 菅野美穂　ベンガル 塩谷瞬
九十九一 石本武士

64 日本テレビ 　日本縦断おかず発見！ルート88 三浦市内 山口智充 ベッキー ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ

65 ドラマ/テレビ東京 　ケータイ捜査官 城ケ島 馬の背洞門 窪田正孝 伊藤裕子

66 ドラマ/ＣＳ 　環境超人エコガインダー 宮川公園 秋元才加 山本しろう

67 情報/ＮＨＫ 　ゆうどきネットワーク 城ケ島 ☆

68 情報/フジテレビ 　一攫千金！日本ルー列島 三浦市内 ☆

69 ドラマ/TBS
月曜ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ　内藤大助物語
いじめられっ子のチャンピオンベルト

三浦市内各所 伊藤淳史 岸本加世子 脇崎智史

70 写真 　カンコー学生服 旧三崎高校 ☆

71 ＰＶ 　黒瀬真奈美 ｢オモイデ星｣ 旧三崎高校　三戸海岸 黒瀬真奈美

72 写真 　デジタルフォトテクニック 旧三崎高校 ☆



73 ドラマ/フジテレビ 　ＣＨＡＮＧＥ　9話 宮川町 木村拓哉

74 ﾊﾞﾗｴﾃｨ/フジテレビ 　ＰＯＰ屋 遠津浜 田中直樹 ＳＵ

75 ＰＶ 　nobodyknows+｢ｲﾏｲｹｻﾝﾊﾞ｣ 旧三崎高校 ☆

76 ドラマ/ＮＨＫ 　土曜ドラマ　監査法人 ☆ 塚本高史 松下奈緒 豊原功輔

77 映画 　ドロップ 三浦市内各所 品川祐 監督　成宮寛貴

78 Ｖシネマ 修羅の荒野 三浦市内各所 市川徹 監督　水元秀二郎 翔 松田優 浜田大介

79 ＰＶ 　高橋直純 「タイムカプセル」 三浦市内各所 ☆

80 テレビ埼玉 ほか 　フィッシング・ナウ２ 松輪 うらり 太田綾乃

81 ドラマ／ＴＢＳテレビ 　ナツコイ 旧三崎高校　ほか 高畑充希　ちはる

82 ＰＶ 　Amy.　 ｢シナリオライター｣ 旧三崎高校 ☆

83 ドラマ/フジテレビ 　無理な恋愛 黒崎の鼻 初声漁港ほか 堺正章　夏川結衣 坂口憲二

84 映画 ケータイ小説家の愛 旧三崎高校 金子功 監督　田代さやか 三浦悠

85 ＰＶ 　村田あゆみ「Triangle Wave」 旧三崎高校 村田あゆみ

86 情報/BS-hi 　にっぽん釣りの旅 城ケ島 石橋保 南川陽子

87 映画 　放送禁止 ☆ ☆

88 ＰＶ 　GOLLBETTY 「99％」 三浦海岸 GOLLBETTY

89 ショートムービー 　仲里依紗 ☆ ☆

90 ドラマ/WOWWOW 191ｃｈ　ドラマＷ／第2弾　横山秀夫「ルパンの消息」 旧三崎高校
上川隆也 長塚京三 羽田美智子　岡田義徳
荒井浩文 柏原収史

91 ドラマ/フジテレビ 土曜ドラマ　ハチワンダイバー 和田長浜海岸ほか 溝端淳平 仲里依紗

92 ＴＢＳテレビ 中居正広の金曜日のスマたちへ　「田中義剛物語」 旧三崎高校 宮川漁港ほか 再現ドラマ

93 NHK BS-hi 　にっぽんの釣りの旅スペシャル 油壷マリンパークほか ☆

94 ドラマ/テレビ朝日 　土曜ワイド劇場 下町商店街 旧三崎高校 ☆

95 CM 　サッポロ 生しぼりみがき麦「海の家」篇 荒井浜 海上亭 川合俊一

96 映画 「フィッシュストーリー」 ☆ 中村義洋 監督　石丸謙二郎 波岡一喜

97 ドラマ/テレビ朝日 　土曜ワイド劇場 旧三崎高校ほか ☆



98 ドラマ/ＴＢＳテレビ 　ナツコイ 旧三崎高校ほか 高畑充希 兼子舜

99 ＰＶ 　超然パラパラ 旧三崎高校 ☆

100 ドラマ/日本テレビ 　ホカベン　第5話 大浦海岸 上戸彩 北村一輝

101 ＣＭ 　日経進学Navi 旧三崎高校 ☆

102 雑誌/写真 　ＣＲＥＡ　(文藝春秋) 三戸浜海岸 この人とドライブしたい／☆

103 ＭＶＤ 　しほの涼 1st 『naturalism』 旧三崎高校 しほの涼

104 ＰＶ 　ＬＩＶＥ用映像 旧三崎高校 ☆

105 ドラマ/スカパー 　Ｒ３５ ☆ 紺野まひる

106 映画 　「ガマの油」 和田長浜海岸　児童会館 役所広司 監督　役所広司・小林聡美・益岡徹

107 映画 　工業哀歌バレーボーイズ 旧三崎高校 松本実 やべきょうすけ 阿川竜一

108 ＤＶＤ 　ｍｏｅｃｃｏ 旧三崎高校 ☆

109 Ｖシネマ 　「ガチバン」 旧三崎高校 三浦海岸　長浜海岸 城定秀夫 監督　窪塚俊介 松浦祐也 沖原一生

110 ＰＶ
　GReeeeN　「キセキ」
DVDショートストーリー/家族の物語

旧三崎高校 ☆

111 NHK BS-hi わたしが子どもだったころ 三浦市内各所 近藤等則/再現ドラマ★エキストラ協力

112 日本テレビ 　所さんの目がテン 宮川公園 ☆

113 ＰＶ 　スズキ自動車 城ケ島 マリンパークほか 店頭用PV

114 映画 　喧嘩の極意1-2 旧三崎高校 ＯＺＡＷＡ 監督　小笠原大晃 本宮泰風 小沢和義

115 映画 「ふうけもん」 旧三崎高校 栗山富夫 監督　中村雅俊 垣内彩未 竹中直人

116 映画 　「20世紀少年」 東部浄化センター 堤 幸彦 監督　唐沢寿明 豊川悦司 常盤貴子

117 CM 　専門学校CM 旧三崎高校 ☆

118 情報／ＮＨＫ 　きょうの料理　「三浦の春キャベツ」 松輪 ☆

119 ＰＶ 　阿部芙蓉美 旧三崎高校 音録りのみ

120 ＴＢＳテレビ 　徳光和夫の感動再会"逢いたい″ 旧三崎高校 城ケ島 再現ドラマ

121 ドラマ／テレビ東京 　週刊 真木よう子　11話 三浦市内 真木よう子

122 ＰＶ 　臼井嗣人「春紫苑」 市営住宅 剱崎 三戸 韓英恵　臼井嗣人

123 ＰＶ ｐｉｇｓｔａｒ　「君＝花」 旧三崎高校 pigstar　★エキストラ協力



124 ドラマ／テレビ朝日 　音女（OTOME） 旧三崎高校 ☆

125 携帯ドラマ 　Teddy　bear 三浦海岸 市営住宅 桐谷美鈴

126 ドラマ／テレビ東京 　水曜ミステリー9 「刑事の証明」 市営住宅 うらり 旧三崎高校 村上弘明 加藤剛

127 CM 　SoftBank　「校長篇」 旧三崎高校 樋口可南子

128 ＴＢＳテレビ 　中居正広の金曜日のスマたちへ　「ホームレス中学生」 三浦市内各所 「波瀾万丈ＳＰ」　再現ドラマ

129 PV 　GUG 「初恋」 旧三崎高校 GOING UNDER GROUND

130 日本テレビ 　行列のできる法律相談所 旧三崎高校 再現VTR

131 テレビ神奈川 　コンシェルジユ神奈川 市内ロケ地紹介 レポーター：甲斐真里

132 ＤＶＤ 　すんドめ２ 旧三崎高校 鈴木茜　二宮敦 次原かな

133 ドラマ/フジテレビ 　土曜プレミアム「夢の見つけ方教えたる」
剣崎小学校 旧三崎高校
下町商店街 うらり　ほか

浜田雅功 広末涼子 森山未來

134 ドラマ/テレビ東京 　コスプレ幽霊　紅蓮女 旧三崎高校 高部あい

135 日本テレビ 　行列のできる法律相談所 旧三崎高校 再現VTR

136 テレビ東京 　イツザイ マラソンコース ☆

137 写真/情報誌 　マイナビ進学 旧三崎高校 電車広告

138 神奈川県ＣＭ 　「もったいないから始めよう」 宮川公園 ☆

139 その他 　地層写真 城ケ島 ☆

140 ドラマ/テレビ朝日 土曜ワイド劇場　～ふたりのバツイチ殺人捜査～ 晴海町市営住宅 渡辺えり

141 ドラマ/テレビ朝日 　仮面ライダーキバ 宮川公園 武田航平 柳沢なな

142 ＣＭ 　NTT東日本　DENPO115 旧三崎高校 ☆

143 ドラマ/テレビ朝日 　未来講師めぐる　第5話 旧三崎高校 深田恭子 勝地涼 ジャガー横田

144 映画 「アシンメトリー」 旧三崎高校 佐藤徹也 監督　和田正人 荒木宏文 佐津川愛美

145 ＰＶ Base Ball Bear　「17歳」 旧三崎高校 Base Ball Bear　★エキストラ協力

146 ドラマ/テレビ東京 　コスプレ幽霊　紅蓮女 旧三崎高校 高部あい

147 ＣＭ 　サントリー「白いなっちゃん」 旧三崎高校　他 堀北真希

148 ＣＭ 　Soft Bank 「ホワイト学割」 旧三崎高校 ☆


