
ＮＯ． ジャンル 作品名 ロケ地協力 監督／出演者　（敬称略）

1 日本テレビ 泣くな、はらちゃん 三浦市内各所 長瀬智也・麻生久美子・薬師丸ひろ子

2 映画 ＨＫ　（HENTAI　KAMEN） 旧三崎高校 鈴木亮平　清水富美

3 テレビ東京 ピラメキーノ 旧三崎高校 はんにゃ・フルーツポンチ

4 テレビ朝日 特命戦隊ゴーバスターズ 宮川公園 鈴木勝大 

5 日本テレビ ラブカ 三浦市内各所 ☆

6 BSプレミアム 嘆きの美女 三浦市内各所 黒沢かずこ・矢田亜希子・中村静香

7 フジテレビ あなたの知るかもしれない世界 三浦市内各所 原田泰造・遠野なぎこ・神保悟志・堀内建

8 映画 いびつ　ibitu 旧三崎高校 駒谷仁美

9 ＰＶ ベッキーのＰＶ 旧三崎高校 ☆

10 ＰＶ さよならポニーテールのＰＶ 旧三崎高校 さよならポニーテール

11 ＮＯＯＴＶ ラブコンシェル 旧三崎高校 ☆

12 その他 ＴＶオーディション番組用パイロットフィルム 旧三崎高校 ☆

13 ＰＶ マクヴェリーのミュージックビデオ 旧三崎高校 マクヴェリー

14 テレビ東京 ヤンヤンＪＵＭＰ 三浦市内各所 Hey!Sey!JUMP

15 WOWWOW ＷＯＷＷＯＷのドラマ 三浦市内の海岸 ☆

16 フジテレビ 積木くずし最終章　前・後編 三浦市内各所 中村雅俊・高島礼子・成海璃子

17 NHK総合 書店員ミチルの身の上話 下町商店街 安藤さくら・波留

18 BS-TBS 弁護士高見沢響子11「夢の花」 三浦市内各所
市原悦子・米倉斉加年
京野ことみ・白川和子

19 ＣＭ 家電メーカーのＣＭ 三浦市内海岸 ☆

20 その他 少女Ａ～スチール撮影～ 旧三崎高校 ☆

21 その他 恋文ガール 旧三崎高校 エーライツ若手タレントの舞台公演
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22 テレビ朝日 タモリ倶楽部 三浦市内各所 タモリ、ガナルカナル・タカ

23 フジテレビ 爆笑！大日本アカン警察 旧三崎高校 KABAちゃん・楽しんご・カルーセル麻紀

24 テレビ朝日 ＳmaSTATION（スマステーション！！） 三浦市内各所 香取慎吾・高橋克典・大下容子

25 TBSテレビ
今夜開催！
本当に怖い絶叫！リアル肝試し！

旧三崎高校
竹内力・亀田史郎・武藤敬
司芹那・鈴木奈々・春日俊彰

26 ＢＳジャパン
黒い報告書
男と女の事件ファイルⅡ「仮面」

三浦市内 石黒賢・広田レオナ・岩井志麻子

27 フジテレビ ゴーイングマイホーム 三浦市内 阿部寛　山口智子　宮崎あおい

28 NHK総合 シングルマザーズ 三浦市内海岸 沢口靖子　田中哲司　高畑淳子

29 TBS なんだ君はTV 小網代湾
オードリー（若林正恭・春日俊彰）
名越康文

30 NHK総合 ダーウィンが来た！ 三浦市内海岸 ☆

31 PV アイドルのPV 旧三崎高校 ☆

32 テレビ朝日 モーニングバード 三浦市内各所 羽鳥慎一　赤江珠江

33 WOWWOW 尾根のかなたに 三浦市内海岸 伊勢谷友介　松坂桃季　玉山鉄二

34 TBS 走馬灯株式会社 三浦市内海岸 香椎由宇　各話ゲスト

35 TBS 金曜日のスマたちへ 旧三崎高校 ☆

36 日本テレビ ザ！鉄腕！DASH! 三浦市場管理棟 ☆

37 PV The SOLVERSのMV 三浦市内海岸 ☆

38 フジテレビ リッチマン・プアウーマン 荒井浜海岸 小栗旬　石原さとみ

39 映画 悪の教典 旧三崎高校
伊藤英明 二階堂ふみ　染谷将太
林遺都　浅香航大

40 フジテレビ 赤い霊柩車30 北条湾　他 片平なぎさ　神田正輝　若林豪

41 日本テレビ ザ！鉄腕！DASH! 剱崎灯台の海岸 ☆

42 PV gari next doorのMV 三浦市内海岸 ☆

43 関西テレビ 恋クルリサイクル 三浦海岸 ☆

44 テレビ東京 大人極上ゆるり旅 三浦市内各所 金山一彦

45 JCOM おとなの歩き方 三浦市内各所 ☆



46 テレビ朝日 最も遠い銀河 三崎港埋立地 三浦友和　蒼井優　小西真奈美　伊藤英明

47 情報 COMPUSS 宮川公園 ☆

48 BeeTV 悪の教典～序章～ 旧三崎高校 伊藤英明　中越典子　高岡早紀

49 フジテレビ リミッターズハイ３ 三崎港埋立地
フットボールアワー　小林麻耶
千原ジュニア

50 ディスプレイ 渋谷・六本木の広告 三崎港埋立地 ☆

51 フジテレビ 黄昏流星群　星降るホテル 三浦市内海岸 黒木瞳　高橋克典　石田ひかり

52 映画 貞子３D 旧三崎高校 石原さとみ　瀬戸康史　山本裕典

53 テレビ東京 ドライブAGOGO！ 荒井浜海岸
ボビーオロゴンファミリー
春香クリスティーン

54 日本テレビ 私立バカレア高校 三浦市内
森本慎太郎 京本大我
島崎遥香 大場美奈

55 テレビ東京 ドラマ24「クローバー」 旧三崎高校 賀来賢人 三浦貴大　有村架純

56 テレビ東京 ピラメキ～ノ 旧三崎高校 はんにゃ フルーツポンチ

57 テレビ東京 さばドル 旧三崎高校 渡辺麻友 若葉竜也　中村織央 市川美織

58
NHKBS
プレミアム

オモニ姜 尚中と母親の戦後 三浦市内 長谷川朝晴　根岸季衣

59 TBS 放課後はミステリーとともに 旧三崎高校 川口春奈　速水もこみち　高嶋政伸

60 CM ☆ 三浦市内各所 ☆

61 CSフジ 電報日和6話「卒業」 旧三崎高校
石橋杏奈 山﨑　賢人　荒井萌
野村周平　飯田　隆裕

62 情報 ワールドビジネスサテライト 三崎朝市 ☆

63 テレビ東京 さばドル 旧三崎高校 渡辺麻友 若葉竜也　中村織央 市川美織

64 ＰＶ Lily.u 旧三崎高校 ☆

65 TBSテレビ
月曜ゴールデン
緑川警部ＶＳ「３３分の勇気」

三浦市内各所 西岡徳馬 若林豪　大和田獏

66 ＰＶ ＢＡＣＫＮＵＭＢＥＲ「恋」 旧三崎高校 ☆

67 DVD 警視庁警備課　視聴覚教材ＤＶＤ 三浦市内各所 ☆

68 日本テレビ ヒルナンデス 産直センターうらり　ほか ☆



69 PV 岡平健治 三浦市内海岸 ☆

70 映画 東京無国籍少女 旧三崎高校 （自主制作）

71 PV 乃木坂46 旧三崎高校 乃木坂46

72 BeeTV 彼は、妹の恋人　全12話 旧三崎高校 石原さとみ


