
ＮＯ． ジャンル 作品名 ロケ地 監督／出演者　（敬称略）

1 PV 　☆ 旧三崎高校 ☆

2 映画 　自主制作 旧三崎高校 東京芸術大学

3 PV 中居正広の金曜日のスマたちへ 旧三崎高校 ☆

4 フジテレビ 　蜜の味 黒崎の鼻 榮倉奈々 菅野美穂 ARATA

5 テレビ東京 　さばドル 三浦市内各所 ☆

6 テレビ朝日 　検察医秋月桂の事件ファイル 黒崎野鼻 ☆

7 BeeTV 　彼は、妹の恋人 旧三崎高校 石原さとみ

8 映画 　☆ 黒崎の鼻 ☆

9 テレビ朝日 　法医学教室の事件ファイル34 黒崎の鼻 ☆

10 映画 　☆ 旧三崎高校 ☆

11 テレビ朝日 　志村＆所の戦うお正月2012 三崎港埋め立て地 ☆

12 CM 　☆ 旧三崎高校 ☆

13 DVD 　☆ 旧三崎高校 ☆

14
BSN
新潟放送

　BNS水曜見ナイト 三崎魚市場 ☆

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

16 映画 　☆角川映画 旧三崎高校 ☆

17 日本テレビ 　QP キューピー 旧三崎高校
三池崇史 監督　斉藤工　金子ノブアキ
 渡部豪太 林遣都

18 日本テレビ 　行列のできる法律相談所 旧三崎高校 再現VTR

19 映画 　☆ 三戸海岸 自主制作

20 映画 　☆ 旧三崎高校 自主制作

21 NHK 　土曜ドラマスペシャル　「蝶々さん」 三浦市内海岸 宮崎おあい
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22 映画 　こっくりさん 劇場版 旧三崎高校
長江二朗 監督
鈴木まりや（AKB48） 片岡明日香

23 PV 　NERDHEAD ★ ☆

24 NHK 　土曜ドラマスペシャル　「使命と魂のリミット」 三浦市内海岸 石原さとみ 速水もこみち

25 PV 　失恋ベイビー 旧三崎高校 ほか 藤森慎吾 あやまんJAPAN

26 TBSテレビ 　華和家の四姉妹 初声漁港・金田漁港 観月ありさ 貫地谷しほり　吉瀬美智子

27 ＣＭ 　アニメコミック番組告知 旧三崎高校 ☆

28 フジテレビ 　奇跡体験！アンビリバボー 和田長浜海岸 再現TVR

29 ＮＨＫ教育 　サイエンスZERO 三荒井浜海岸 安めぐみ

30 ＣＳ朝日 　水景日和 三戸海岸周辺 ☆

31 ＮＨＫ 　キッチンが走る！ 三浦市三戸周辺 杉浦太陽

32 ＮＨＫ総合 　土曜ドラマスペシャル　『神様の女房』 三浦市内海岸 常盤貴子 筒井道隆 野際陽子、

33 ＣＭ 　ゲームソフト 三浦市内農道 ☆

34 フジテレビ 　花ざかりの君たちへ　イケメン☆パラダイス2011 旧三崎高校 前田敦子 中村蒼 三浦翔平

35 テレビ朝日 　仮面ライダーオーズ 黒崎の鼻 ☆

36 映画 　第21回PFFスカラシップ「恋に至る病」 旧三崎高校
木村承子 監督　我妻三輪子
斉藤陽一郎　佐津川愛美 染谷将太

37 TBSテレビ 　月曜ゴールデン 三浦市内各所 ☆

38 日本テレビ 　ゆっくり私時間　　My ｗｅｅｋend house 三浦市内海岸 ＫＩＫＩ

39 日本テレビ 　News evry　「気になる！」 油壺・荒井浜海岸 ☆

40 PV 　青山テルマ NERD HEAD 旧三崎高校 青山テルマ NERD HEAD

41 CSフジ 　おくさまは18歳 旧三崎高校 夏菜 西川貴教

42 PV 　HOW MERRY MARRY 旧三崎高校 HOW MERRY MARRY

43 TBSテレビ 　AKB殺人事件 黒崎の鼻 有吉弘行 小嶋陽菜 AKB研究生

44 TBSテレビ 　月曜ゴールデン 三浦市内各所 ☆

45 映画 　ゲキアツ 荒井浜海岸・海上亭
馬場良馬 高崎翔太 延山信弘
新井裕介 林明寛 高瀬友規奈



46 写真 　HOLYWOOD　　RANCH MARKET 宮川公園 商品カタログ

47 PV 　佐々木麻衣 旧三崎高校 ☆

48 J-COM 　ハマSHOW!!　「三崎口駅」
チャッキラコ・三崎昭和館
城ヶ島 他、市内各所

三瓶 大貫さん

49 J-COM 　ハマSHOW!!　「三浦海岸駅」 三浦海岸周辺 三瓶

50 テレビ朝日 　中居正広の金曜日のスマたちへ　　波瀾万丈 旧三崎高校 再現ドラマ

51 日本テレビ 　人生が変わる　　1分間の深イイ話 旧三崎高校 再現VTR

52 日本テレビ 　ろくでなしBLES 旧三崎高校 (劇団EXILE)青柳翔 大政絢 北原里英

53 日本テレビ 　人生が変わる深イイ話 旧三崎高校 再現VTR

54 フジテレビ 　明日の光をつかめ２ 三浦市内各所 ☆

55 PV 　アニメ「ロウきゅーぶ」主題歌「SHOOT!」 旧三崎高校 RO-KYU-BU!

56 ＴＢＳ 　はなまるマーケット 産直センターうらり 深沢邦之

57 フジテレビ 　世にも奇妙な物語2011春　『通算』 丸山公園 松平健 山本裕典

58 ＴＢＳテレビ 　クルマッチョ！～みんなの社会CAR見学～ まぐろ丼専門店 ぢんげる ☆

59 映画 　POV～呪われたフィルム～ ☆ 鶴田法男 監督　志田未来 川口春奈

60 映画 　アフロ田中 旧三崎高校 松居大吾 監督　松田翔太

61 Ｖシネマ 　☆ 城ヶ島 ☆

62 フジテレビ 　奇跡体験！アンビリバボー 三浦海岸 再現ＶＴＲ

63 ＰＶ 　福山芳樹デビュー20周年ベストアルバム特典DVD 黒崎の鼻 福山芳樹

64 ＴＢＳ 　「世紀のワイドショー　THE今夜はヒストリー！」 三戸海岸 再現ドラマ

65 ＮＨＫ 　「あさイチ」産直ライブ ☆ ☆

66 ＮＨＫ 　タイムスクープハンター　シーズン３ 三浦市内 再現ドラマ

67 テレビ朝日 中居正広の金曜日のスマたちへ波瀾万丈ＳＰ「尾木直樹」 旧三崎高校 再現ドラマ

68 テレビ朝日 　海賊戦隊ゴーカイジャー 黒崎の鼻 ＊

69 日本テレビ 　ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ． 「every．特集」 三浦市内各所 ＊

70 テレビ朝日 　日曜ナイトドラマ　「Ｄｒ．伊良部一郎」 6話 和田長浜海岸 徳重聡 余貴美子



71 web広告 　リコー CX５「コンデジ」web広告 旧三崎高校 ＊

72 ＴＶＫ 　あっぱれ！KANAGAWA大行進
～三崎下町商店街～
画廊喫茶バロン 嶋清　昭和基地(今村)
チャッキラコ三崎昭和館 三富染物店

デビット伊東 三崎アナウンサー

73 ＰＶ 　中川翔子「桜色」 旧三崎高校 中川翔子

74 ｗｅｂドラマ
　NTTドコモ受験生応援動画
「あともう一歩～無限ループ受験生～」

旧三崎高校　和田長浜海岸　ほか 磯貝奈美 塩顕冶　中島和也 久松郁美

75 テレビ朝日 　冒険JAPAN 関ジャニ∞map「神奈川県・三浦半島」 三浦海岸 宮川公園　城ヶ島 三崎港 ほか 関ジャニ∞ 鶴見辰吾

76 映画 　犬飼さんちの犬 城ケ島　加藤商店　三浦市内各所
小日向文世 木南晴夏　でんでん
池田鉄洋

77 ＰＶ
　miwa　「春になったら」NTT docomo
「ガンバレ受験生’10-11’」CMタイアップソング

旧三崎高校 miwa

78 NHK 　キッチンが走る！ 金田・城ヶ島・三崎港ほか 杉浦太陽 下村邦和　三浦市民の皆様

79 日本テレビ ぶらり途中下車の旅「京急線の旅」 三崎朝市 チャッキラコ 田山涼成

80 日本テレビ 　ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ． 三浦市内各所 ＊

81 ＮＨＫ-BS
　「ＪＯＵＲＮＥＹ ＩＮ ＪＡＰＡＮ」ご近所リゾート！
三浦半島の小旅行

三浦市内各所 ＊

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


