NAP DRONE TEAM 撮 影 実 績
◆NHK
〇ブラタモリ ＜#1⻑崎＞（⻑崎県池島）
〇ブラタモリ ＜#14松江＞（島根県松江市）
〇ブラタモリ ＜#15出雲＞（島根県出雲市）
〇ブラタモリ ＜#17博多＞（福岡県博多区）
〇ブラタモリ ＜#34熊本城＞（熊本県熊本市）
〇ブラタモリ ＜#35⽔の国熊本＞（熊本県熊本市）
〇ブラタモリ ＜#62別府温泉＞（⼤分県別府市）
〇ブラタモリ ＜#63別府＞（⼤分県別府市）
〇ブラタモリ ＜#66奄美⼤島＞（⿅児島県奄美⼤島）
〇ブラタモリ ＜#67奄美の森＞（⿅児島県奄美⼤島）
〇ブラタモリ ＜#68奄美の海＞（⿅児島県奄美⼤島）
〇ブラタモリ ＜#69京都・清⽔寺＞（京都府京都市清⽔寺）
〇ブラタモリ ＜#70祇園＞（京都府京都市祇園）
〇ブラタモリ ＜#73尾道＞（広島県尾道市）
〇ブラタモリ ＜#74倉敷＞（岡⼭県倉敷市）
〇ブラタモリ ＜#98⿅児島＞（⿅児島県⿅児島市）
〇ブラタモリ ＜#99薩摩の奇跡＞（⿅児島県⿅児島市）
〇ブラタモリ ＜#100宮崎＞（宮崎県）
〇ブラタモリ ＜#108関⾨海峡・下関＞（⼭⼝県下関市）
〇ブラタモリ ＜#109関⾨海峡・⾨司＞（福岡県北九州市）
〇ブラタモリ ＜#111⿃取砂丘＞（⿃取県⿃取市）
〇ブラタモリ ＜#116有⽥焼＞（佐賀県有⽥町）
〇ブラタモリ ＜#117有⽥焼、世界へ＞（佐賀県有⽥町）
〇福岡県発地域ドラマ「苦くて、⽢い 〜希望の茶〜」（福岡県星野村）
〇福岡県発地域ドラマ「いとの森の家」（福岡県⽷島市）
〇福岡県発地域ドラマ「たからのとき」（福岡県東峰村）
〇ニッポン印象派 ＜碧い海と⼗字架と＞（⻑崎県新上五島町）
〇ニッポン印象派 ＜軍艦島＞（⻑崎県⻑崎市）
〇ニッポン印象派 ＜れんげ草＞（⿅児島県姶良市）
〇歴史秘話ヒストリア ＜弥⽣ニッポン鉄物語＞（⻑崎県壱岐市）
〇NHKスペシャル ＜知られざる衝撃波〜⻑崎原爆・マッハステムの脅威〜＞（⻑崎県⻑崎市）
〇NHKスペシャル ＜アイアンロード〜知られざる古代⽂明の道〜＞
〇クローズアップ現代 ＜名城はなぜ崩れたのか 謎のメカニズムに迫る＞（熊本県熊本市）
〇⻄郷どん最後の旅路をゆく（宮崎県・⿅児島県）
〇新⽇本⾵⼟記（佐賀県有明海）
〇ドキュメント72時間 ＜さよならフェリー＞（五島市）
〇ひるどき（佐賀県神埼市）
〇残響の街・⻑崎 〜福⼭雅治 故郷を撮る〜 ＜8Kコンテンツ＞（⻑崎県）
〇最強の城スペシャル ＜対⾺/⾦⽥城＞（⻑崎県対⾺市）
〇サンドのお⾵呂いただきます ＜佐賀 嬉野温泉〜武雄市編＞（佐賀県武雄市）
〇⼩さな旅 ＜殿様がくれた⼭＞（宮崎県⻄⽶良村）
◆NHK World-Japan
〇Train Cruise ＜宮崎編＞（宮崎県）
◆テレビ東京
〇池の⽔ぜんぶ抜く⼤作戦 ＜⼤村公園＞（⻑崎県⼤村市）
〇池の⽔ぜんぶ抜く⼤作戦 ＜⻤塚家お宝発掘＞（熊本県芦北町）
〇池の⽔ぜんぶ抜く⼤作戦 ＜⼩学校の池＞（熊本県⼋代市）
〇池の⽔ぜんぶ抜く⼤作戦 ＜カクシノ池＞（福岡県嘉⿇市）
〇池の⽔ぜんぶ抜く⼤作戦 ＜（ヤバイ現場）巨⼤岩＞（熊本県上益城郡）
〇池の⽔ぜんぶ抜く⼤作戦 ＜⼈吉城＞（熊本県⼈吉市）
〇美の巨⼈たち ＜⼤浦天主堂＞（⻑崎県⻑崎市）
〇ウソのような本当の瞬間！30秒後に絶対⾒られるTVスペシャル ＜地球と戦うTV＞（滋賀県琵琶湖）
〇ウソのような本当の瞬間！30秒後に絶対⾒られるTVスペシャル
＜⽇本縦断！“絶景トラック⾵呂”の旅＞（⻑崎県五島列島）
◆フジテレビ
〇アマゾネス アイランド（⻑崎県五島列島）
〇世界の何だコレ⁉ミステリー（⻑崎県対⾺市）
〇Time Trip GUNKANJIMA（⻑崎県軍艦島）
〇Time Trip ⻑崎の教会群（⻑崎県野崎島）
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◆⽇本テレビ
〇沸騰ワード10 ＜沸騰島＞（⻑崎県新上五島町）
〇沸騰ワード10 ＜沸騰島＞（⿅児島県⼝之島）
〇沸騰ワード10 ＜沸騰島＞（⻑崎県奈留島）
〇沸騰ワード10 ＜沸騰島＞（⿅児島県上甑島）
〇沸騰ワード10 ＜沸騰島＞（⿅児島県悪⽯島）
〇沸騰ワード10 ＜沸騰島＞（⿅児島家加計呂⿇島）
〇沸騰ワード10 ＜沸騰島＞（⿅児島県沖永良部島）
〇沸騰ワード10 ＜沸騰島＞（⿅児島県諏訪之瀬島）
〇沸騰ワード10 ＜沸騰島＞（沖縄県⻄表島）
〇沸騰ワード10 ＜沸騰島＞（⻑崎県壱岐市）
〇沸騰ワード10 ＜沸騰島＞（⿅児島県徳之島）
〇沸騰ワード10 ＜沸騰島＞（⻑崎県五島市）
〇沸騰ワード10 ＜沸騰島＞（⻑崎県⼩値賀町）
〇鉄腕ダッシュ ＜ご当地PR課 〜⾵の⼒だけで壱岐の島 ⾛れるか⁉〜＞（⻑崎県壱岐市）
〇鉄腕ダッシュ ＜ご当地PR課 〜流しそうめん〜＞（和歌⼭市雑賀崎）
〇24時間テレビ ＜絶景ドローン中継＞（⻑崎県⻑崎市）
〇⻘空レストラン ＜有明海コハダ漁＞（佐賀県太良町）
〇嵐にしやがれ （佐賀県唐津市）
◆テレビ朝⽇
〇ナニコレ珍百景 ＜移住したお医者さん＞（⻑崎県五島市）
〇ナニコレ珍百景 ＜ダチョウで島おこし＞（⻑崎県平⼾市）
〇ナニコレ珍百景 ＜半泊教会＞（⻑崎県五島市）
〇ナニコレ珍百景 ＜置かれた理由が気になる謎の⼈形＞（⻑崎県諫早市）
〇ナニコレ珍百景 ＜⼭頂の崖から突き出た家＞（⻑崎県⻑崎市）
〇ナニコレ珍百景 （⻑崎県松浦市）
〇ナニコレ珍百景 （⻑崎県平⼾市）
〇⽻⿃慎⼀モーニングショー ＜渡りカラスの⼤群＞（佐賀県佐賀市）
〇ポツンと⼀軒家 ＜スーパーおばあちゃん＞（⻑崎県平⼾市）
〇報道ステーション ＜熊本地震＞（熊本県熊本市）
〇くりぃむクイズ ミラクル9 ＜ドローン映像クイズ＞（映像提供）
〇⼈⽣の楽園 ＜笑顔咲く夫婦のフラワー園＞（佐賀県嬉野市）
〇⼈⽣の楽園 ＜海の絶景 夫婦の宿＞（佐賀県唐津市）
〇林修の今でしょ！講座 ＜⻑寿の町＞（⿅児島県徳之島）
◆TBS
〇世界遺産 ＜⻑崎と天草地⽅の潜伏キリシタン関連遺産＞（⻑崎県五島市）
〇ニンゲン観察バラエティ モニタリング （⻑崎県⼩値賀町）
〇北部九州豪⾬取材 （福岡県朝倉市）
〇⾳楽の⽇ ＜森⼭直太朗＞（⻑崎県五島市）
◆毎⽇放送
〇ちちんぷいぷい ＜フルーツバス停＞（⻑崎県諫早市）
◆⻑崎放送
〇ダイドードリンコスペシャル ⽇本の祭り ＜お相撲さんが住まう町＞（⻑崎県⻑崎市）
〇ダイドードリンコスペシャル ⽇本の祭り ＜畳破り＞（⻑崎県諫早市）
〇NBC企業対抗運動会 ＜2017年＞（⻑崎県⻑与町）
〇あっぷる ＜ドローン中継＞（⻑崎県⼤村市）
〇げなパネ ＜⾃転⾞⼥⼦旅⽴ちの春＞（⻑崎県佐世保市）
〇げなパネ （⻑崎県琴海）
〇⻑崎ペーロン選⼿権⼤会 ＜2017年＞（⻑崎県⻑崎市）
〇窓をあけて九州 ＜海の王者マッコウクジラ＞（⻑崎県男⼥群島沖）
〇⻑崎ばーどアイ ＜番組＞（⻑崎県内全域）
〇Nスタ プラス ⻑崎 ＜番組＞（⻑崎県内全域）
〇ソラカラNAGASAKI ＜番組＞（⻑崎8町：⻑与・時津・東彼杵・川棚・波佐⾒・⼩値賀・佐々・新上五島）
◆⻑崎国際テレビ
〇NIB25周年記念 関⼝宏 ⻑崎ぶらぶら旅 軍艦島（⻑崎県軍艦島）
〇⽇産セレナ ＜ひと踏み惚れ編（TVCM）＞（⻑崎県⻑崎市）
〇やるばい！元気宣⾔ ＜TAX相浦編＞ （⻑崎県佐世保市）
〇やるばい！元気宣⾔ ＜あたご⾃動⾞学校編＞ （⻑崎県⻑崎市）
〇悠花のナガサキ街⾳ （⻑崎県内全域）

NAP DRONE TEAM 撮 影 実 績
◆CM・VP等
〇AKB48 ＜MV＞（静岡県伊東市）
〇AKB48 ＜MV＞（千葉県）
〇HKT48 ＜MV＞（静岡県富⼠宮市）
〇SKE48 ＜MV＞（熊本県阿蘇市）
〇乃⽊坂46 ＜MV＞（東京都品川区）
〇東京ガールズコレクション ＜PV＞（⿅児島県⿅児島市）
〇ファイナルファンタジー14 ＜CM＞（埼⽟県）
〇レクサス ＜PV＞（沖縄県宮古島）
〇⽇産⾃動⾞「キャラバン」 ＜こっちはプロ仕様CM＞（熊本県宇城市）
〇⽇産⾃動⾞「セレナ」 ＜Web CM＞（栃⽊県・⻄表島）
〇⽇産⾃動⾞「デイズ」 ＜⻑崎ローカルCM＞（⻑崎県⻑崎市）
〇CANON「C200B」 ＜LEGEND OF LIONS PV＞（⻑崎県平⼾市⽣⽉）
〇CANON「C300Mark2」 ＜Letter PV＞（⼭梨県）
〇JACCSカード ＜Web CM＞（静岡県⻄伊⾖町）
〇伊藤園 ＜CM＞（神奈川県横浜市）
〇Panasonic ＜Varicam35 Demo＞（東京都品川区 運河）
〇キリンビール ＜CM＞（⻑野県）
〇キリンメッツ ＜Web CM＞（千葉県）
〇Red Bull ＜Free my way Part6 PV＞（⻑崎県軍艦島）
〇浜⽥省吾DVD「ON THE ROAD 2015-2016」 ＜Journey of a Songwriter＞（⻑崎県⻑崎市）
〇カノエラナ ＜MV>（佐賀県唐津市）
〇ハウステンボス ＜光の王国＞（佐世保市ハウステンボス）
〇ハウステンボス ＜花の運河＞（佐世保市ハウステンボス）
〇ハウステンボス ＜バラ祭り＞（佐世保市ハウステンボス）
〇ANAテレマート ＜HPトップ⽤PV＞（⻑崎県⻑崎市）
〇⼤江⼾物語 ＜ホテル清⾵CM＞（⻑崎県⻑崎市）
〇⼤江⼾物語 ＜ホテル清⾵CM＞（⼤分県別府市）
〇九州商船 ＜シーエンジェル＞（⻑崎県⻑崎市）
〇九州商船 ＜いのり＞（⻑崎県佐世保市）
〇NBCハウジング ＜CM＞（⻑崎県時津町）
〇アイフルホーム ＜CM＞（⻑崎県時津町）
〇稲佐⼭観光ホテル ＜CM＞（⻑崎県⻑崎市）
〇雲仙九州ホテル ＜CM＞（⻑崎県雲仙市）
〇雲仙観光協会 ＜プレミアムナイトRV＞（⻑崎県雲仙市）
〇雲仙ロープウェイ ＜CM＞（⻑崎県雲仙市）
〇⿅島市 ＜PV＞（佐賀県⿅島市）
〇がまだすドーム ＜リニューアルCM＞（⻑崎県島原市）
〇上峰町 ＜PV＞（佐賀県上峰町）
〇九州ガス ＜CM＞（⻑崎県諫早市）
〇軍艦島 ＜⻑崎市PV＞（⻑崎県⻑崎市）
〇向陽⾼校 ＜CM＞（⻑崎県⼤村市）
〇⻄海建設 ＜新船披露PV＞（⻑崎県⻑崎市）
〇佐賀市 ＜WRSB・えつ＞（佐賀県佐賀市）
〇佐賀⼤学 ＜PV>（佐賀県佐賀市）
〇シーガイヤ ＜あなたが知らないシーガイヤ編CM＞（宮崎県）
〇匠寛堂 ＜茶房⽟響CM＞（⻑崎県⻑崎市）
〇⻄部産業 ＜天気フィラー映像＞（⻑崎県佐世保市）
〇ダイワグループ ＜インフラ⼯事PV＞（⻑崎県⻑崎市）
〇⻑崎物語 ＜コッコデショCM＞（⻑崎県諏訪神社）
〇対⾺市 ＜PRビデオ＞（⻑崎県対⾺市）
〇⻑崎電建 ＜CM＞（⻑崎県⻄海市）
〇⻑崎マツダ ＜天気フィラー映像＞（⻑崎県⻄海市）

＜2020.04.06 現在＞

〇⻑崎ロイヤルチェスターホテル ＜CM＞（⻑崎県⻑崎市）
〇橋⼝⽔産 ＜天気フィラー映像＞（⻑崎県新上五島町）
〇原産業 ＜天気フィラー映像＞（⻑崎県川棚町）
〇東彼杵茶 ＜PV＞（⻑崎県東彼杵町）
〇フォルクスワーゲン ＜新店舗OPEN CM＞（⻑崎県⻑崎市）
〇宝⽣⽔産 ＜HP⽤PV＞（⻑崎県新上五島町）
〇ボートレース⼤村 イベント映像 ＜発祥地ナイター開始＞（⻑崎県⼤村市）
〇ホクト株式会社 ＜CM＞（千葉県⼀宮町）
〇ミラージュ ＜天気フィラー映像＞（⻑崎県佐世保市）
〇樺島・野⺟崎映画企画（⻑崎県 樺島・野⺟崎）
〇吉本興業沖縄国際映画祭出品短編映画 ＜伊万⾥のまり＞（佐賀県伊万⾥市）
〇三重津海軍所跡 ＜CM＞（佐賀県佐賀市）
〇⽇本⼯業⼤学 ＜CM＞（埼⽟県宮代町）
〇福島県ハワイアンセンター ＜CM＞（福島県いわき市）
〇軍艦少年 ＜映画＞（⻑崎県⻑崎市）
〇本多産業 ＜VP＞（⻑崎県雲仙市）
〇エースになるっちゃ ＜映画＞（福岡県北九州市）
〇⻑与町 ＜VP＞（⻑崎県⻑与町）
〇若築建設㈱ ＜CM＞（福岡県北九州市）
〇トヨタ ＜CM＞（⻑崎県）
〇㈱クリーン・マット ＜VP＞（⻑崎県⻑崎市）
〇本多産業㈱ ＜VP＞（⻑崎県雲仙市）
〇㈱IHI海流発電 ＜VP＞（⿅児島県⼝之島沖）
〇有明商事 ＜天気フィラー映像＞（⻑崎県⻑崎市）
〇DEJIMA博 ＜スカイランタン（写真）＞（⻑崎県⻑崎市）
〇道具屋 ＜ブライダルフェア（TVCM）＞（⻑崎県⻑崎市）
〇JR九州 ＜JR九州ネット編（TVCM）＞（⻑崎県⻑崎市）
〇諫早神社 ＜本明川周辺（写真）＞（⻑崎県諫早市）
〇⻑崎流鏑⾺保存会 ＜春の流鏑⾺ 復刻100年（PV）＞（⻑崎県諫早市）
〇アローズ⻑崎 ＜スタジアム（PV） ＞（⻑崎県⻑崎市）
〇時津町 ＜夏祭り2017（PV） ＞（⻑崎県時津町）
〇あたご⾃動⾞学校 ＜教習コース（写真） ＞（⻑崎県⻑崎市）
〇海野産業清掃 ＜ （写真） ＞（⻑崎県⻑崎市）
〇ちんじんよかBY茂⽊ ＜茂⽊地区（PV） ＞（⻑崎県⻑崎市）
〇狩野ジャパン ＜ PV ＞（⻑崎県⼤村市）
〇雲仙福⽥屋旅館 ＜PV＞（⻑崎県雲仙市）
〇ビックNスタジアム ＜パンフレット⽤（写真） ＞（⻑崎県⻑崎市）
〇⻑崎県｜⻑崎県移住プロモーション ＜故郷はあなたと繋がっている（PV) ＞（⻑崎県⻑崎市）
〇鎮⻄学院 ＜拝啓、⼊学してくる君へ（TVCM） ＞（⻑崎県諫早市）
〇ペニンシュラオーナーズゴルフ ＜天気フィラー映像＞（⻑崎県⻑崎市）
〇⻑崎ホンダ ＜CM＞（⻑崎県⻑崎市）
〇JAL物流実証PV ＜PV＞（⻑崎県⼩値賀・上五島・⻄海）
〇五島⾵⼒発電 （⻑崎県五島市）
〇佐世保⾷⾁センター㈱ （⻑崎県佐世保市）
〇協和機電⼯業㈱ （福岡県）
〇九⼀庵⾷品協業組合 （⻑崎県⼤村市）
〇⻄肥バス （⻑崎県）
〇プジョー （⻑崎県諫早市）

…ほか多数。
（順不同）

PRODUCTION NAP DRONE TEAM
CODE.000 ⼊柿雅⼀
CODE.001 浦 裕樹
CODE.002 細⽥清義

CODE.003 植松正⾏
CODE.004 本⼭哲男
CODE.005 岩永政雄

CODE.006 ⽥本 久
CODE.007 secret?
CODE.008 泉 保則

CODE.009 中⽥浩毅
CODE.010 ⻄川賢太郎
CODE.011 嵩⼭幸之輔

STAFF. ⼩⼭莉奈

