
ＮＯ． ジャンル 作品名 ロケ地協力 監督／出演者　（敬称略）

1 映画 グラスホッパー 油壷グローイングシティ公園　他 生田斗真

2 映画 天空の蜂 二町谷埋立地 江口洋介・本木雅弘

3 映画 暗殺教室 二町谷埋立地 （ＣＧ素材）

4 日本テレビ 心ゆさぶれ！先輩ＲＯＣＫＹＯＵ 城ケ島漁村センター （再現ドラマ）

5 ＮＨＫＥテレ 大科学実験 旧三崎高校 ☆

6 ＰＶ ジョゼのＭＶ 旧三崎高校 ジョゼ

7 雑誌 エディバウアーカタログ 黒崎の鼻 ☆

8 映画 自主製作映画 旧三崎高校 大学サークル

9 日本テレビ 平成無祭男（ぶさいくサラリーマン） 城ケ島漁村センター
横尾渉・宮田俊哉
二階堂高嗣・千賀建永

10 ＢＳフジ コサキン道中ぶらっぶらっぶらっ！
三浦海岸・城ケ島下町商店街
三冨染物店　チャッキラコ三崎昭和館

小堺一機・関根勉

11 劇中映画 トランスレーション・オブ・シャドウズ 魚市場・市営住宅 (英国劇団）

12 フジテレビ オモクリ監督 大宝院公園 たんぽぽ川村

13 フジテレビ
金曜日のスマたちへ
蛭子能活再現ＶＴＲ

旧三崎高校・城ケ島大橋・三戸・宮川 ☆

14 ＰＶ ベルリン少女ハートＤＶＤ 旧三崎高校 ベルリン少女ハート

15 ＰＶ からっと☆/今を生きる 旧三崎高校 からっと☆

16 WebＣＭ マスクのＣＭ動画 旧三崎高校 大学応援団

17 写真 牛乳石鹸ＣＭ 旧三崎高校 ☆

18 テレビ東京 新・刑事吉永誠一　第3話 通り矢岸壁 船越英一郎・小泉孝太郎

19 日本テレビ 心ゆさぶれ！先輩ＲＯＣＫＹＯＵ！
うらり・初声市民センター
間口漁港・見桃寺

（再現ドラマ）

20 フジテレビ
とんねるずのみなさんのおかげでした
ぶ・ら・り・途中下車の貝と肉

城ケ島 木梨憲武・田中将大
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21 フジテレビ オモクリ監督 旧三崎高校 劇団ひとり

22 ＷＯＷＷＯＷ 悪貨 旧三崎高校 及川光博・黒木メイサ

23 テレビ東京
みんな！エスパーだよ！番外編
～エスパー都へ行く～

旧三崎高校 染谷将太

24 短編映画 ＤＥＰＡＲＴＵＲＥ 城ケ島 ☆

25 ＣＭ 大協観光 三浦海岸・二町谷埋立地 ☆

26 フジテレビ
コサキン・天野の
マネもの超発掘ものまねバラエティー

城ケ島 寺本光盛

27 テレビ東京 Ｌ４ＹＯＵ！ 城ケ島・三崎下町 阿知波 悟美

28 ＰＶ パチスロＰＶ 旧三崎高校 ☆

29 ＣＭ 防臭剤ＣＭ 旧三崎高校 ☆

30 ＣＭ 三菱シャープペンシルＣＭ(海外向け） 旧三崎高校 ☆

31 日本テレビ 満天☆青空レストラン 和田畑 宮川大輔・ケンドーコバヤシ

32 日本テレビ オトタビ 城ケ島・立花（割烹旅館） CRAZY KEN BAND

33 フジテレビ おやじの背中 大津屋（駄菓子屋） 大泉洋

34 テレビ朝日 烈車戦隊トッキュージャー 宮川湾 志尊淳・平牧仁・梨里杏

35 フジテレビ 昼顔～午後3時の恋人たち 三戸海岸 上戸彩・吉瀬美智子

36 テレビ朝日 Doctor-X外科医大門未知子　第1話 三崎魚市場・黒崎の鼻 米倉涼子

37 Ｖシネマ あの夏、僕は追いかけた（仮） 下町商店街・旧三崎高校 ☆

38 日本テレビ はなちゃんのみそ汁 宇田川農園・三上写真館 芦田真菜・大倉忠義（関ジャニ）

39 日本テレビ 獣医さん事件ですよ　最終話 遠津浜・向ヶ崎・二町谷埋立地 陣内孝則・浅野ゆう子・モト冬樹

40 ＰＶ シナリアート「アオイコドク」 旧三崎高校・市営プール シナリオアート

41 ＰＶ
Ｒｕｎｅ「未来きっと、叶えもっと」
夏の甲子園青森大会タイアップ曲

旧三崎高校 Ｒｕｎｅ

42 ＰＶ アニメ劇中歌 旧三崎高校 ☆

43 ＤＶＤ おまけ映像 旧三崎高校 アリスインアリス

44 卒業制作 日本映画大学「空坊主」 旧三崎高校 ☆



45 映画 映画祭出展用作品 旧三崎高校 ☆

46 ＣＭ アパレルＣＭ 旧三崎高校 ☆

47 映画 幼獣マメシバ望郷編
松輪市営住宅・松輪郵便局・松輪神明社・
毘沙門湾間口漁港・鈴清丸（民宿）

佐藤二朗

48 ＴＶＫ 幼獣マメシバ望郷編 海上亭 佐藤二朗・竹富聖花

49 テレビ朝日 十津川捜査班９ 三戸浜・いちょう会 高島政伸

50 ＣＭ ニコ生ＣＭ的ショートムービー 旧三崎高校 ＧＵＭＩ（ボカロ）

51 ＷＥＢ ニコニコ生放送 旧三崎高校 ☆

52 東京ＭＸ ちょい☆DISCO 旧三崎高校 Ｊ★Ｄｅｅ’Ｚ

53 フジテレビ
金曜日のスマたちへ
「ふるさと納税」再現

諸磯漁港 ☆

54 テレビ朝日 仮面ライダー鎧武 二町谷埋立地 久保田 悠来

55 ＰＶ ＳＫＥ48「不器用太陽」 旧三崎高校 ＳＫＥ48

56 ＷＥＢ公開映画 夏休みなんかいらない 遠津浜海岸・大浦荘
加弥乃・池田エライザ
田中沙季・木原翔

57 映画 ＲＯＫＵＲＯＫＵ ☆ ☆

58 ＰＶ 乃木坂46「無口なライオン」 旧三崎高校・遠津浜・江名湾 乃木坂46

59 ドラマ 下条アトム再現ドラマ 城ケ島・海上亭 下条アトム

60 ＰＶ 井上苑子「線香花火」 旧三崎高校 井上苑子

61 ＰＶ
サスケ
「青いベンチ」＆「青いラブソング」

旧三崎高校 サスケ

62 ＰＶ 鳥羽一郎ＰＶ 三崎下町商店街 鳥羽一郎

63 ＰＶ 自主製作ＰＶ 旧三崎高校 アマチュアバンド

64 日本テレビ ぐるナイ 剣崎小学校・一郎丸（松輪） 岡村隆（ナインティーンナイン）

65 ＰＶ ☆ 旧三崎高校 ☆

66 ＰＶ ☆ 城ケ島（丸魚） ☆

67 ＣＭ 農林水産 飯島農園・油壷別荘 ☆



68 フジテレビ
金曜日のスマたちへ
キムラ緑子再現フィルム

三戸周辺 ☆

69 映画 ジョーカーゲーム 城ケ島・二町谷埋立地 亀梨和也・深田恭子

70 フジテレビ
警視庁総務課
桜井はなの事件ファイル

黒崎の鼻 泉ピン子

71 BS258　Dlife 東京ガードセンター 旧三崎高校 柳場敏郎・伊藤かずえ

72
NHKBS
プレミアム

ダメ・トラベル～同い年おしゃべり旅～ 三浦市内各所 間寛平

73 ＰＶ 木村カエラのミュージックビデオ 旧三崎高校 木村カエラ

74
NHKBS
プレミアム

ニッポンぶらり鉄道旅 三浦市内各所 安田美沙子

75 日本テレビ ヒルナンデス！ 三浦市内各所 ☆

76 ＣＭ 大阪経済大学の）広告 旧三崎高校 ☆

77 日本テレビ 悪夢ちゃんスペシャル 旧三崎高校・城ケ島 北川景子・GACKT

78 フジテレビ 聖母
三崎中学・二町谷埋立地
白石倉庫・向ヶ崎

満島ひかり

79 Ｖシネマ 蛍火 城ケ島・　諸磯漁港・スナック「蘭」 小沢仁志

80 フジテレビ 失恋ショコラティエ第5話 城ケ島公園 松本潤・石原ひとみ

81 テレビ東京 子連れ巡査の操作日誌２
城ケ島・大椿寺・三崎漁港
まるいち・京急三崎口駅

山口智充・安めぐみ
品川徹・中村直太郎

82 映画 自主製作映画 三崎口駅付近の畑 ☆

83 写真 講談社　雑誌グラビア 旧三崎高校 藤元亜沙美

84 映画 海外アドフェスタ出品用ショートフィルム 旧三崎高校 ☆

85 WOWOW
WOWOWマジックバラエテイ
　あなたは最後に騙される

旧三崎高校 筧利夫

86 ＰＶ Suzuのミュージックビデオ 旧三崎高校 Suzu

87 日本テレビ 慰謝料弁護士 三浦市内海岸
田中直樹（ココリコ）
矢田亜希子

88 日本テレビ 明日ママがいない第4話 三浦市内各所 芦田真菜

89 CM かんぽ生命CM 旧三崎高校 能年玲奈



90 テレビ東京 逆向き列車 三崎魚市場 ひろし

91
ヒストリー
チャンネル

北原白秋特集 見桃寺・二町谷 ☆


