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株式会社日本ケーブルテレビジョン（JCTV） 
〒106-0032 東京都港区六本木1-1-1 アーク放送センター
担当部署名：放送事業局 広告営業部
担当部署TEL：03-3568-8227　担当部署FAX：03-3568-8307
http://www.jctv.co.jp/

CNNj

世界の最新情報を真っ先にお届けする24時間
国際ニュースと情報専門局。緊急速報はどこよ
りも早く、あらゆるニュースの現場からライブでお
伝えします。毎日朝7時から深夜0時までは日本
語通訳付きの二ヵ国語放送。また、英語字幕

（オープン・キャプション）は英語学習に最適です。
「アンダーソン・クーパー360°」 CNNj name and logo ™ and © 2015 Cable News Network.

【メインターゲット】 30～60代のビジネスパーソン、在日訪日外国人ニュース

TBSニュースバード

株式会社TBSテレビ
〒107-8006 東京都港区赤坂5-3-6
担当部署名：クロスメディア営業部
担当部署TEL：03-5571-3793　担当部署FAX：03-5571-2089
http://www.tbs.co.jp/newsbird/

JNN系列各局のネットワークによる情
報発信力をもとにライブ＆速報重視で
最新ニュース＆天気予報を365日お届
け！ 2016年シーズンもプロ野球・千葉
ロッテマリーンズ主催公式戦全試合を
完全生中継！

「ストレートニュース」槙あやなキャスター

【メインターゲット】 ビジネスマン、ニュースを生活の一部としている人たちニュース

株式会社日経CNBC
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー5F
担当部署名：営業本部 広告部
担当部署TEL：03-6262-0841　担当部署FAX：03-3281-1112
http://www.nikkei-cnbc.co.jp/

日経CNBC

日経CNBCは、日本経済新聞の取材力
と米国CNBCが持つ世界規模のネット
ワークをフルに活かした24時間ノンス
トップのビジネス経済専門チャンネルで
す。株式や為替などグローバルマーケッ
トの速報をはじめとする投資情報を、ライ
ブ＆コメンタリーで提供します。 「ラップトゥデイ」

【メインターゲット】 ビジネスパーソン、個人投資家ニュース

BBCワールド ジャパン株式会社
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング10F
担当部署名：営業部
担当部署TEL：03-6205-0780　担当部署FAX：03-6205-0783
http://www.bbcworldnews-japan.com/

BBCワールドニュース

英国放送協会（BBC）の国際ニュースと
ドキュメンタリー専門局。中立報道で定
評あるBBC取材網からのレポートは世
界情勢をリアルタイムに伝えます。1日
16時間前後、朝から深夜まで二カ国語
放送を提供中。

©BBC World News

【メインターゲット】 20～60代のビジネスマンニュース

第５回 一般社団法人衛星放送協会 オリジナル番組アワード

ＣＡＢ-Ｊが所属する、一般社団法人衛星放送協会（東京都港区 会長：和崎信
哉）では、「オリジナル番組アワード」を主催しています。オリジナル番組アワードは

「オリジナル番組の認知度向上・製作の促進」を目的として、２０１１年に創設され、
今年で節目の５回目を迎えました。

２０１５年7月２２日（水）、千代田放送会館にて２００名を超える入場者が集まる
中、第５回衛星放送協会オリジナル番組アワード授賞式が開催されました。オリ
ジナル番組賞１０２番組、オリジナル編成企画賞２３企画の合計１２５という多数
の応募作品から、会員社より公募された審査員による第１次審査を経て、審査委
員長の吉岡 忍氏（ノンフィクション作家）をはじめとする最終審査員による選考

賞 部 門 名 番 組 タ イ ト ル 放送チャンネル名

最優秀賞

ドラマ番組部門 闇の狩人（前後篇） 前篇：BSスカパー！
後篇：時代劇専門チャンネル

ドキュメンタリー番組部門 ノンフィクションＷ　萩本欽一 73歳 覚悟の舞台へ
～「THE LAST ほめんな ほれんな とめんな」完全密着～ ＷＯＷＯＷプライム

中継番組部門 ブラインドサッカー世界選手権 2014 BSスカパー！
バラエティ番組部門 みんなの県民ＳＯＮＧ！～兵庫うた旅情編～ 歌謡ポップスチャンネル

情報番組・教養番組部門 ドキュメンタリー ～The REAL ～
投手生命を救え！ トミー・ジョン手術から40年 ～日米最新事情～ J SPORTS 3

アニメ番組部門 ＴＭＳアニメ50年のDNA アニマックス

ミニ番組・番組ＰＲ部門 英国名画のロケ地を訪ねて イマジカBS

賞 番 組 タ イ ト ル 放送チャンネル名
最優秀賞 ドラマ甲子園 フジテレビTWO

奨 励 賞 スペースシャワーTV開局25周年特別番組 “25時間テレビ” スペースシャワーTV

番 組 タ イ ト ル 放送チャンネル名

ＴＭＳアニメ50年のDNA アニマックス

受 賞 理 由 受賞者
テニス中継について 株式会社GAORA　株式会社ＷＯＷＯＷ

◆審査委員長 ： 吉岡 忍（ノンフィクション作家）
◆オリジナル番組賞 ： 石井 彰（放送作家）、音 好宏（上智大学文学部新聞学科教授）、鴨下 信一（演出家）、
  小宮山 悟（野球評論家）、田中 早苗（弁護士）、吉田 祐也（読売新聞東京本社 編集局文化部）
◆オリジナル編成企画賞 ： 安西 浩樹（株式会社アイキャスト）、尾前 勝（株式会社ジュピターテレコム）、
  喜多 克尚（朝日新聞社 編集局文化くらし報道部次長）、宮崎 美紀子（東京中日スポーツ 報道部 記者）、
  和光 みき（スカパーＪＳＡＴ株式会社）

が行われ、受賞作品が決定しました。
今回は、有料・多チャンネル放送に改めて注目を集めたとして、テニス中継の

放送を行ってきた2社を特別賞として表彰し、オリジナル編成企画賞では最優秀
賞、奨励賞を選出しました。さらには、オリジナル番組賞では今回初めて「大賞」を
創設しました。全７部門、各部門の最優秀賞を選出し、その最優秀賞作品の中か
ら1作品を「大賞」として表彰しました。授賞式では、錦織圭選手や松岡修造さん
のビデオメッセージが映され、ゲストとして受賞作品に出演された中村梅雀さん、
萩本欽一さんが登壇されるなど、大いに盛り上がる中で行われました。

受賞作品は以下の通りです。

オリジナル番組アワード受賞者と最終審査員の皆さん

◉ オリジナル番組賞

◉ オリジナル編成企画賞

◉ 特別賞

　　  オリジナル番組アワード 大賞

◉ 最終審査委員 （敬称略）
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ディスカバリー・ジャパン株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館11F
担当部署名：メディアセールス
担当部署TEL：03-5218-2711　担当部署FAX：03-5218-2701
http://www.animal-planet.jp

アニマルプラネット

美しく迫力のある映像をお届けする世界最
大級の動物・自然チャンネルです。ペットか
ら野生動物、自然・環境、人々の暮らしや文
化までを幅広く取り上げる番組は、子供の
学ぶ意欲を高め、大人に衝撃と感動を与え
ます。ディスカバリーチャンネルの兄弟チャ
ンネルです。 ©2015DiscoveryCommunications,LLC.

【メインターゲット】 20～50代女性ドキュメンタリー

FOXインターナショナル・チャンネルズ株式会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-14 神宮前メディアスクエアビル9F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5469-6577　担当部署FAX：03-5469-6566
http://www.ngcjapan.com/wild/

ナショジオ ワイルド

自然界の常識を覆す動物の生態から自然と
文化が織り成す神秘の世界まで、豊富な内
容でお届けする大自然・野生動物ドキュメンタ
リーチャンネル。最先端の撮影技術を駆使し
て映し出された素晴らしい映像と、感動的なス
トーリーで視聴者を未知なる自然体験へと誘
います。 ©Kevin Schafer（slash）Minden Pictures（slash）National Geographic Creative

【メインターゲット】 5～60才の男女ドキュメンタリー

株式会社ヒストリーチャンネル・ジャパン
〒107-8628 東京都港区南青山2-27-27 丸八青山ビル8階
担当部署名：株式会社スーパーネットワーク 広告部
〒107-8627 東京都港区赤坂4-8-14 赤坂坂東ビル
担当部署TEL：03-5414-2963　担当部署FAX：03-5414-5218
http://www.historychannel.co.jp

ヒストリーチャンネルTM

全米大人気シリーズ「ザ・ユニバース～宇宙の歴史～古代の謎を解明せよ！」、
全国のケーブルテレビ局制作ご当地歴史番組の
グランプリを決定する「ヒストリーアワード」等、多
彩なテーマをクオリティの高い映像で放送。世界
185カ国以上、3億3,000万世帯が視聴する世
界最大の歴史エンタテインメント専門チャンネル。
「ザ・ユニバース～宇宙の歴史～古代の謎を解明せよ！」 ©2015 A&E Television Networks. All rights reserved.

【メインターゲット】 知識欲旺盛、かつアクティブな30代以上の男性富裕層中心ドキュメンタリー

ディスカバリー・ジャパン株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館11F
担当部署名：メディアセールス
担当部署TEL：03-5218-2711　担当部署FAX：03-5218-2701
http://japan.discovery.com

ディスカバリーチャンネル

220以上の国・地域で放送されている世
界最大級のドキュメンタリーチャンネルで
す。身の回りの現象から宇宙のしくみま
で、あらゆることを科学的に解明し、新し
い発見をお届けします。宇宙や科学、車
など、さまざまなジャンルの番組であなた
の知的好奇心を刺激します。 ©2015DiscoveryCommunications,LLC.

【メインターゲット】 M2、M3ドキュメンタリー

FOXインターナショナル・チャンネルズ株式会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-14 神宮前メディアスクエアビル9F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5469-6577　担当部署FAX：03-5469-6566
http://www.ngcjapan.com

ナショナル ジオグラフィック チャンネル

125年の歴史を持つナショナル ジオグ
ラフィック協会がお贈りするドキュメンタ
リー専門チャンネル。世界171カ国で視
聴されているナショナル ジオグラフィック 
チャンネルはありのままの世界をお届け
します。
©MATTIAS KLUMNational Geographic Stock

【メインターゲット】 20～50代の知識欲旺盛な男女ドキュメンタリー

株式会社GAORA
（本社）〒531-0072 大阪市北区豊崎3-19-3 ピアスタワー10F
（東京支社）〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8クロス銀座6F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL ：（本社）06-6374-2006 （東京支社）03-3569-1239
担当部署FAX ：（本社）06-6374-0900 （東京支社）03-3569-1232
http://www.gaora.co.jp

GAORA SPORTS

プロ野球（阪神タイガース・北海道日本ハムファ
イターズ主催試合）、ATPテニス、国内男女ゴル
フ、Vリーグ、海外サッカー、アメリカンフットボール

（NFL他）、プロレス・格闘技（全日本プロレス、ド
ラゴンゲート、K-1他）など充実のスポーツライン
アップを365日徹底放送！

「GAORAプロ野球中継」©阪神タイガース/©HOKKAIDO NIPPON-HAM FIGHTERS

【メインターゲット】 20～30代の男女、40代以上の男性スポーツ

ジュピターゴルフネットワーク株式会社
〒135-0064 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル6F
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6765-8454　担当部署FAX：03-6760-8495
http://www.golfnetwork.co.jp

ゴルフネットワーク

“日本唯一のゴルフ専門チャンネル”。米
PGAツアーを中心に、ヨーロピアンツアー、
米LPGAツアーなどの主要海外トーナメント
のほか、海外メジャー大会の長時間ライブ
中継、国内トーナメントも放送。初心者から
上級者まで楽しめるレッスン番組や、情報
番組も充実。 ©Getty Images

【メインターゲット】 30～60代のゴルフファン・ゴルファースポーツ

株式会社ジェイ･スポーツ
〒135-8668 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6765-8454　担当部署FAX：03-6760-8495
http://www.jsports.co.jp

J SPORTS 1

プロ野球中継（広島・楽天）や、ラグビー
の国内（日本代表・トップリーグ・大学・高
校）、海外（スーパーラグビー・代表テスト
マッチ）、アルペンやモーグルなどのスキー、
卓球・バドミントンなどの国内中継が充実。

「ラグビー ワールドカップ2015 イングランド大会」
©2015, JRFU Photo by S.IDA

【メインターゲット】 20～30代男女、40～50代男性スポーツ

株式会社ジェイ･スポーツ
〒135-8668 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6765-8454　担当部署FAX：03-6760-8495
http://www.jsports.co.jp

J SPORTS 3

プロ野球中継（オリックス・楽天）や、
MLB、J1リーグ、スーパーフォーミュラ、
WRC、WEC、スーパーバイクなどのモー
タースポーツ、WWEロウ・スマックダウン
や柔道などの格闘技、ドキュメンタリーも
充実。 「FIA 世界耐久選手権 2015」

Photo by Shaun Botterill/Getty Images

【メインターゲット】 20～30代男女、40～50代男性スポーツ

日本テレビ放送網株式会社
〒105-7444 東京都港区東新橋1-6-1
担当部署名：有料放送事業部
担当部署TEL： 03-6215-3033　担当部署FAX：03-6215-3035
http://www.ntv.co.jp/G/

日テレジータス

プロ野球巨人主催試合を完全中継。試合前後
にはその試合のチーム情報をお届けする、プレ
ゲームショーとポストゲームショーも放送開始。
ゴルフは国内男女13大会（メジャー4大会含む）
を放送。その他、NFLスーパーボウル、高校サッ
カー、箱根駅伝など超豪華ソフトが目白押し！
「次の瞬間、熱くなれ。THE BASEBALL 2015」 2015©YOMIURI GIANTS 菅野智之選手

【メインターゲット】 20～50代の男性スポーツ

株式会社IMAGICA TV
〒105-6026 東京都港区虎ノ門4-3-1
担当部署名：放送事業局 広告営業部
担当部署TEL：03-6702-0243　担当部署FAX：03-6702-0249
http://www.imagica-bs.com

イマジカBS・映画

ハリウッド大作から永遠の名画まで、魅
力あふれる映画をハイビジョン、ノーカット
で放送する映画チャンネル。メガヒット・シ
リーズの一挙放送や映画ファン必見の
特集など、最高のエンタテイメントをお届
けします。2012年3月よりBS放送開始。
「バグダッド・カフェ［ニュー・ディレクターズ・カット版］」 ©2008 KINOWELT INTERNATIONAL GmbH

【メインターゲット】 オールターゲット映　画

株式会社スカイ・エー
（大阪本社）〒553-0003 大阪市福島区福島2-4-3 ABCアネックス5F
（東京支社）〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞東京本社新館11F
担当部署名：コンテンツビジネス局 営業部
担当部署TEL：（大阪）06-6452-1161　（東京）03-5550-0871
担当部署FAX：（大阪）06-6452-1222　（東京）03-5550-0873
http://www.sky-a.co.jp

スカイ・A sports+

スカイ・Aは虎バン主義。プロ野球阪神タイ
ガース主催試合、関連番組を徹底放送！ゴ
ルフは国内45大会以上をたっぷり放送！
J1・J2リーグ戦は50試合以上を生中継！そ
の他ボウリング、クライミングなどバラエティに
富んだ内容でお届けしています。

「全部見せます！ゴルフシリーズ」 ©LPGA

【メインターゲット】 20～30代男女、40代以上の男性スポーツ

株式会社ジェイ･スポーツ
〒135-8668 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6765-8454　担当部署FAX：03-6760-8495
http://www.jsports.co.jp

J SPORTS 2

プロ野球中継（中日・楽天）や、イングラン
ドプレミアリーグ、ドイツブンデスリーガな
どの欧州サッカーリーグ中継、フットサル
Fリーグ、デイリーサッカーニュースFoot！
などのサッカー番組、高校バスケ中継が
充実。 「15/16 イングランド プレミアリーグ」

写真：アフロ

【メインターゲット】 20～30代男女、40～50代男性スポーツ

株式会社ジェイ･スポーツ
〒135-8668 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6765-8454　担当部署FAX：03-6760-8495
http://www.jsports.co.jp

J SPORTS 4

MLB、イングランドプレミアリーグ、ドイツ
ブンデスリーガ、ツール・ド・フランスなどの
サイクルロードレース、SUPER GTなど
のモータースポーツ、フィギュアスケート
等、注目のスポーツを長時間にわたり生
中継。 「Cycle*2015 ツール・ド・フランス」

©Yuzuru SUNADA

【メインターゲット】 20～30代男女、40～50代男性スポーツ

株式会社スカパー・ブロードキャスティング
〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-14
担当部署名：チャンネル営業部
担当部署TEL：03-5571-7043　担当部署FAX：03-5571-1776
http://www.samurai-tv.com

FIGHTING TV サムライ

プロレス・格闘技の注目大会を毎月生中継！
その他、大会当日夜にお届けするニアライブ
中継も加えて最新情報をいち早くお届けしま
す。さらに生放送のニュース、伝説の名勝負、
人気選手出演のサムライスペシャルで最強
ラインナップ！

飯伏幸太vsオカダ・カズチカ©DDTプロレスリング

【メインターゲット】 プロレス・格闘技を愛するすべての人スポーツ

日活株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-12
担当部署名：衛星メディア事業部門 営業グループ広告営業チーム
担当部署TEL：03-5689-1029　担当部署FAX：03-5689-1046
http://www.necoweb.com/neco/

映画・チャンネルＮＥＣＯ

映画系で最大クラスの800万超の世帯数を誇り、
老若男女に愛されるチャンネル。日本映画の最新
ヒット作・話題作から、石原裕次郎主演の日活映画
など往年の名作、アジア映画、ドラマ、アニメ、オリジ
ナル番組まで多彩なラインナップ！ 家族全員楽しめ
るエンターテインメント・チャンネル。 「WOOD JOB!～神去なあなあ日常～」

2016年初頭放送予定 ©2014「WOOD JOB!～神去なあなあ日常～」製作委員会

【メインターゲット】 映画・ドラマ好きの20～60代の男女映　画
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株式会社スター・チャンネル
〒105-6050 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー23F
担当部署名：編成戦略本部 プロモーション部
担当部署TEL：03-6403-3650　担当部署FAX：03-6403-3698
http://www.star-ch.jp

スターチャンネル

ハリウッドメジャースタジオの最新作を中心に、
話題作、懐かしの名作をノーカットで放送。
映画スケール並みの海外ドラマは日本初独
占でお届け。豪華ラインナップを揃えたプレミ
アムチャンネルはBS10chとアクセスも簡単。
すべての映画ファンのためのチャンネルです。

「インターステラー」 ©Warner Bros. Entertainment Inc.

【メインターゲット】 40～50代の男性映　画

日本映画放送株式会社
〒100-8450 東京都千代田区有楽町1-1-3 東京宝塚ビル15F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-3580-3723　担当部署FAX：03-3580-3730
http://www.nihon-eiga.com

日本映画専門チャンネル

往年の名作から最新の話題作まで、あらゆる世
代が楽しめる日本映画や国内ドラマの数 を々
放送中。TV初となるメガヒット作を中心にお届
けする看板企画「日曜邦画劇場」や、なかなか
見ることができない隠れた名作をお送りしている

「蔵出し名画座」など、バラエティに富んだ特集
企画の数々は必見です。「幕が上がる」2015年12月ほか放送！ ©2015 O.H・K/F・T・R・D・K・P

【メインターゲット】 30～60代男女映　画

ジュピターエンタテインメント株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6765-8454　担当部署FAX：03-6760-8495
http://www.movieplus.jp

ムービープラス

ハリウッドのメガヒット作はもちろん、人気シ
リーズ一挙放送からお宝映画まで、満足のハ
イビジョンでお届けする加入世帯数日本最大
級の映画専門チャンネル。世界の映画祭、
最新映画情報、オリジナリティ溢れる特番な
ど、こだわりの‘プラス’が盛りだくさん！
『トータル・リコール（2012年）』 © 2012 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

【メインターゲット】 オールターゲット映　画

株式会社AXN ジャパン
〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー17F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-5402-1937　担当部署FAX：03-5402-1711
http://axn.co.jp/

AXN 海外ドラマ

ハリウッドの超大作を中心に、最新の海外ドラマを24時
間オンエア！ 映画「ダークナイト」の“ゴッサム・シティ”が舞
台の「GOTHAM / ゴッサム」他、「パーソン・オブ・インタ
レスト」「ARROW / アロー」など人気作を日本独占初放
送。「CSI:」シリーズなどの大ヒットシリーズも多数オンエア。

「GOTHAM / ゴッサム」
GOTHAM and all pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. Gotham series and all 
related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

【メインターゲット】 30～50代の男女ド ラ マ

株式会社ミステリチャンネル
〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー17F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-5402-1937　担当部署FAX：03-5402-1711
http://mystery.co.jp/

AXN ミステリー

世界各国から上質なミステリードラマが集結した日
本唯一のミステリー専門チャンネル。話題沸騰中
の「SHERLOCK シャーロック」、イギリスの国民的
ドラマ「刑事フォイル」といった英国ドラマを中心に、
選りすぐりのミステリードラマを放送。最新作から
不朽の名作まで、幅広いラインナップでお届け。

「SHERLOCK シャーロック」Robert Viglasky & Robert John © 2014 Hartswood Films Ltd.

【メインターゲット】 40代以上の男女ド ラ マ

株式会社スーパーネットワーク
〒107-8627 東京都港区赤坂4-8-14 赤坂坂東ビル
担当部署名：広告部
担当部署TEL：03-5414-2963　担当部署FAX：03-5414-5218
http://www.superdramatv.com/

スーパー！ドラマＴＶ

日本最大の海外ドラマ専門チャンネル！「メンタ
リスト」「ブラックリスト」「GRIMM／グリム」「ク
リミナル・マインド」「NCIS： ニューオーリンズ」
「刑事コロンボ」など、話題の最新作から誰も
が知っている名作・傑作まで、世界中から本格
海外ドラマをセレクトして放送。

「メンタリスト シーズン6」 ©Warner Bros. Entertainment Inc.

【メインターゲット】 海外志向が強く、何事にも意欲的な（アグレッシブな）20代以上の男女ド ラ マ

FOXインターナショナル・チャンネルズ株式会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-14 神宮前メディアスクエアビル9F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5469-6577　担当部署FAX：03-5469-6566
http://tv.foxjapan.com/fox/

FOX

全米のゴールデンタイムで放送中の大人気ド
ラマやバラエティー番組等、最強のエンターテ
イメントを最速でお届け。世界同時放送の

「ウォーキング・デッド」や「NCIS ～ネイビー犯
罪捜査班」といった大ヒットシリーズをどこより
も早くオンエア。
「ウォーキング・デッド シーズン6」©2015 AMC FILM HOLDINGS LLC. All rights reserved.

【メインターゲット】 10～40代のアグレッシブな男女ド ラ マ

松竹ブロードキャスティング株式会社
〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル5F
担当部署名：広告営業部 広告営業担当
担当部署TEL：03-5250-2327　担当部署FAX：03-5250-2324
http://www.homedrama-ch.com/

ホームドラマチャンネル

韓国ドラマ、時代劇、国内ドラマの初放送
や人気作品を毎日放送。さらに、話題の
K-POPや人気のバラエティ番組も日本初
放送でゾクゾク登場！ ご家族みんなで楽し
めるドラマ専門チャンネルです。

「鬼平犯科帳」Ⓒ松竹

【メインターゲット】 30～60代ド ラ マ

株式会社東北新社
〒107-8460 東京都港区赤坂4-8-10
担当部署名：放送本部 メディア事業部 広告部
担当部署TEL：03-5414-0312　担当部署FAX：03-5414-8847
http://www.fami-geki.com/

ファミリー劇場

あらゆる世代の「あなたの見たい」を満足させ
る24時間ゴールデンタイムチャンネル！ 大ヒッ
トドラマ「西部警察」「連続テレビ小説 おひさ
ま」や、「アルプスの少女ハイジ」「金田一少
年の事件簿」などの人気アニメ、「ドリフ大爆
笑」からAKB48出演番組まで、家族全員が
楽しめる充実のラインナップをお届けします。 「連続テレビ小説 おひさま」©NHK

【メインターゲット】 30～40代男女とその家族である子供と両親ド ラ マ

FOXインターナショナル・チャンネルズ株式会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-14 神宮前メディアスクエアビル9F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5469-6577　担当部署FAX：03-5469-6566
http://tv.foxjapan.com/classics/

FOXが贈るクラシック・ドラマ・チャンネル。
「X−ファイル」「アリー my Love」「ナイト
ライダー」「フレンズ」など爆発的人気を
誇った、何度でも観たくなる名作海外ドラマ
を厳選してお届けします。

©1993 Twentieth Century Fox Film Corporation.
All rights reserved.

FOXクラシック 名作ドラマ

【メインターゲット】 知的好奇心が高い40代以上の男女ド ラ マ

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン
〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー17F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-5402-1937　担当部署FAX：03-5402-1711
http://www.animax.co.jp

アニマックス

世代を超えた不朽の名作から最新のTVシリーズ、劇場版やOVA、そしてオリ
ジナルアニメまで、あらゆるジャンルのアニメー
ションを24時間ノンストップで放送。「ドラゴン
ボール」、「ちびまる子ちゃん」、「名探偵コナ
ン」など、大人から子供まで家族全員が楽しめ
る、豪華なラインナップをお届け！

「名探偵コナン」 ©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS1996

【メインターゲット】 未就学児から４０代男女までのオールターゲットア ニ メ

ターナージャパン株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル11F
担当部署名：メディア ソリューションズ部
担当部署TEL：03-6381-0753　担当部署FAX：03-6381-0702
http://www.cartoonnetwork.jp

海外アニメ！カートゥーン ネットワーク

永遠の名作「トムとジェリー」をはじめ、「PEANUTS 
スヌーピー・ショートアニメ」、「きかんしゃトーマス」
など大人気のアニメや、オリジナルアニメ「パワー
パフ ガールズ」、「ベン10」など世界中から厳選
した作品を放送中。世界194カ国以上で放送、
約3億8,500万世帯が視聴する世界最大級の
アニメ専門チャンネル。 「アドベンチャー・タイム」 TM &©2015 Cartoon Network.

【メインターゲット】 12才以下の子どもおよびその保護者ア ニ メ

株式会社キッズステーション
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-4-16 神宮前M-SQUARE 4F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-6327-2612　担当部署FAX：03-5474-8962
http://www.kids-station.com

キッズステーション

アンパンマン、ポケモン、妖怪ウォッチの
アニメを毎日放送！ 未就学児向けオリジ
ナル子ども番組「ハピクラ」や、ご家族で
お楽しみいただける名作、「銀魂」などの
人気作・話題作、夜は大人が楽しめる懐
かしの秀逸作など、時間帯にあわせてお
届けしている“こども・アニメ専門チャンネル”。 ©L5/YWP・TX

【メインターゲット】 未就学児童からアニメファンまでア ニ メ

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2015」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/

株式会社東北新社
〒107-8460 東京都港区赤坂4-8-10
担当部署名：放送本部 メディア事業部 広告部
担当部署TEL：03-5414-0312　担当部署FAX：03-5414-8847
http://www.thecinema.jp

ザ・シネマ

「もう放送するの!?」というハリウッドの新作
から、「何度やっていてもついつい見てしま
う」というお馴染みの人気作、さらにはここで
しか見られないソフト未発売の希少作まで
24時間放送中。映画専門チャンネル ザ・
シネマは王道＋激レア作品をお届けします！

2016年放送「オブリビオン」 ©2013 UNIVERSAL STUDIOS. All Rights Reserved.

【メインターゲット】 20～60代の男女映　画

日本映画放送株式会社
〒100-8450 東京都千代田区有楽町1-1-3 東京宝塚ビル15F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-3580-3723　担当部署FAX：03-3580-3730
http://www.jidaigeki.com/

時代劇だけを365日放送中！「鬼平犯科帳」「剣客商
売」「暴れん坊将軍」「遠山の金さん」「必殺」シリーズ
など人気時代劇に加え、チャンネルオリジナル時代劇
も毎年登場！ さらに国民的アニメーション「まんが日本
昔ばなし」も放送開始！

「鬼平犯科帳」毎週日曜あさ9時ほか放送 ©松竹

【メインターゲット】 40代以上の男女ド ラ マ

時代劇専門チャンネル

FOXインターナショナル・チャンネルズ株式会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-14 神宮前メディアスクエアビル9F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5469-6577　担当部署FAX：03-5469-6566
http://tv.foxjapan.com/movies/

名作からエッジの効いた話題作まで、すべての
人にエンターテイメントをお贈りする映画チャン
ネル。キレのあるアクション、鼓動高鳴るサスペ
ンスなど、他では見られない驚きのラインナップで
あなたの五感を刺激します。

2015年10月以降放送予定「ロッキー」
©1976 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC. All Rights Reserved.

【メインターゲット】 30～60代の男女映　画

FOXムービー プレミアム
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ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
〒105-6355 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ
担当部署名：テレビジョン プラットフォーム・セールス&アフィリエイト・マーケティング
担当部署TEL：03-6752-2830　担当部署FAX：03-6752-5630
http://www.DisneyXD.jp

ディズニーXD（エックスディー）

世界のヒーローから強烈ギャグまでシゲキたっぷ
りの毎日をお届け！！ 「スター・ウォーズ」や「マー
ベル」をはじめ、最強で最高にカッコイイ、世界
中のヒーローが大集結！腹筋直撃の強烈ギャグ
やとんでも騒動をブチかます、おかしなヤツらもゾ
クゾク登場！ ワクワクも爆笑も、キミの“見たい”
がザックザク！！ 「スター・ウォーズ 反乱者たち」© & TM 2015 Lucasfilm Ltd. 

【メインターゲット】 6～12才のキッズとその家族ア ニ メ

バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社
〒105-6006 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー6F
※広告に関するお問い合わせは下記まで

（株）TAMARIBA  TEL.03-5413-6678
http://www.mtvjapan.com

160カ国以上で視聴されている世界最大級
のユース向け音楽＆エンターテインメント専門
チャンネル。洋楽・邦楽の最新ヒットチャートや
国内外のビッグアーティストのライブ映像など、
音楽やアーティストに関連する多彩なコンテン
ツを日本オリジナル編成で24時間放送中。

「VMAJ 2014」COLDPLAY ©MTV JAPAN

MTV

【メインターゲット】 15～34才の男女音　楽

株式会社スペースシャワーネットワーク
〒106-8011 東京都港区六本木3-16-35
担当部署名：メディア戦略本部 広告営業部
担当部署TEL：03-3585-3202　担当部署FAX：03-3585-3369
http://www.spaceshowertv.com

スペースシャワーTV

邦楽ロック&ポップスを中心に邦楽ヒット曲か
ら幅広くシーンを網羅する日本最大の音楽専
門チャンネル。人気アーティストの特番&ライ
ブ、最新チャート、充実のミュージックビデオ、チ
ケット先行予約等、強力番組満載であらゆる
音楽ファンを虜にします。

ウルフルズ / SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2014

【メインターゲット】 10代後半～40代の男女音　楽

株式会社エムオン・エンタテインメント
〒106-8531 東京都港区六本木3-16-33 青葉六本木ビル
担当部署名：マーケティング本部
担当部署TEL：03-5549-7587　担当部署FAX：03-5549-7744
http://www.m-on.jp/

MUSIC ON! TV（エムオン！）

ライブ見るならエムオン!で!!
MUSIC ON! TV（エムオン!）は、ライブコンテ
ンツやアーティスト特番が充実！ J-POPや
K-POP、アイドル、アニソンなど、さまざまな
ジャンルを網羅。「みんなの見たい・知りたい」
を、満足させる幅広い番組を絶賛放送中！

「RX-72 ～ HISASHI （GLAY） VS 茂木淳一 ～」

【メインターゲット】 10～40代の男女音　楽

株式会社IMAGICA TV
〒105-6026 東京都港区虎ノ門4-3-1
担当部署名：放送事業局 広告営業部
担当部署TEL：03-6702-0243　担当部署FAX：03-6702-0249
http://www.kayopops.jp

歌謡ポップスチャンネルは、日本で唯一の
歌謡曲専門チャンネルです。見たい 聴き
たい 伝えたい 心に響く歌がある。演歌、
70～80年代のアイドル、フォーク＆ニュー
ミュージックの名曲をたっぷりお届けしま
す。演歌最新情報、懐かしの名番組から
伝説のコンサートまで、はりきって放送中。 ©NHK

歌謡ポップスチャンネル

【メインターゲット】 40代以上の男女音　楽

株式会社アトス・インターナショナル
〒107-0062 東京都港区南青山2-6-9
担当部署名：営業部 広告営業グループ
担当部署TEL：03-5771-7531　担当部署FAX：03-5771-7547
http://www.musicair.co.jp

洋・邦トップアーティストのライヴ・コンサートなど、
ロック、ジャズ、クラシックを中心とした様々なジャ
ンルの良質な音楽を、24時間お楽しみいただけ
ます。さらに、他では見られないオリジナル・ライ
ヴや、ビッグ・アーティストへのインタビュー、人気
海外音楽番組シリーズ、楽器情報やインストラ
クションなど豊富なラインナップが目白押し!!

「レッド・ツェッペリン：オン・ザ・レコード」
Provided by VISION FILMS INC.

ミュージック・エア

【メインターゲット】 30代以上の男女音　楽

ソネットエンタテインメント株式会社
〒141-6010 東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower9F
担当部署名：メディア事業部 放送課
担当部署TEL：03-5745-1594　担当部署FAX：03-5435-9361
http://www.so-netme.co.jp/adtv/

アジアドラマチックTV★HD

韓国はもちろん、中国、台湾などのアジアのエン
タテインメントが大集合！ 「見やすい」「録りやす
い」「覚えやすい」をコンセプトとした番組編成で、
韓国ドラマをすべて一挙放送。平日は毎日同じ
時間に1話ずつ、土・日曜日は朝から夜まで通し
て人気のドラマがいっき見できるチャンネル。
韓国ドラマ「トキメキ☆成均館スキャンダル」Licensed by KBS Media Ltd. © RaemongRaein

【メインターゲット】 30～50代の女性総合エンターテイメント

名古屋テレビネクスト株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-3 Ｄaiwa銀座アネックスビル6Ｆ
担当部署名：放送営業部
担当部署TEL：03-6228-5750　担当部署FAX：03-5537-0111
http://www.entermeitele.com

エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ

人気雀士オールスター戦やパチンコ＆ス
ロット、ホラー、アイドル、声優に仁侠映
画！ 日本全国のローカルバラエティや新
宿二丁目情報、イケメン、充実の韓国ドラ
マもOA！ ディープなエンターテイメント番
組が満載！ やんちゃな大人の刺激的チャ
ンネル！ ©エンタメ～テレ

【メインターゲット】 30～50代の男女を中心としたオールターゲット総合エンターテイメント

ジュピターエンタテインメント株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN館
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6765-8454　担当部署FAX：03-6760-8495
http://www.lala.tv

女性チャンネル♪ LaLa TV

あらゆる女性たちに好まれる優良な“セレク
ト”チャンネル。魅力的なヒロイン、気分がア
ガるイケメン、大ヒットしたドラマや映画作品、
暮らしを彩るライフスタイル、バラエティ、ド
キュメンタリー、など、幅広く女性たちに好ま
れるエンターテインメントチャンネルです。

 ©女性チャンネル♪LaLa TV

【メインターゲット】 30代を中心とした女性全般総合エンターテイメント

チャンネル銀河株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6765-8454　担当部署FAX：03-6760-8495
http://www.ch-ginga.jp

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

NHKの大河ドラマを始め日本初放送の「隋唐演義」や「岳飛伝」、「トンイ」や
「イ・サン」などの日・中・韓の壮大な歴史ド
ラマから、シャーロックや松本清張などの国
内外の本格サスペンス、ＮＨＫの豪華歌謡
番組まで、大人世代の本物志向に応えた
幅広いジャンルの番組をバランスよく編成。

「隋唐演義」 ©浙江永楽影視制作有限公司

【メインターゲット】 40～60代を中心とした大人世代総合エンターテイメント

株式会社ＴＢＳテレビ
〒107-8006 東京都港区赤坂5-3-6
担当部署名：クロスメディア営業部
担当部署TEL：03-5571-3793　担当部署FAX：03-5571-2089
http://www.tbs.co.jp/tbs-ch

TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画

TBSの人気番組満載！ SPEC、JIN、渡
鬼、水戸黄門、AKB48グループ＆乃木
坂46オリジナルバラエティ、音楽ライブ、
新作アニメ＆ウルトラマン、Jリーグ中継、
大ヒット映画、韓国ドラマ＆K-POPも！

「SPEC～警視庁公安部公安第五課
未詳事件特別対策係事件簿～」

【メインターゲット】 30～40代の女性を中心とした、全世代をターゲット総合エンターテイメント

KBS JAPAN株式会社 
〒107-0052 東京都港区赤坂5-5-13 赤坂周山ビル2F、5F 
担当部署名：マーケティング部
担当部署TEL：03-3568-7791　担当部署FAX：03-3568-7749
http://www.kbsworld.ne.jp

KBS World

韓国K B Sの人気韓流ドラマを始め、最新
K-POPと韓流スター情報をキャッチできる音
楽バラエティ、選りすぐりの高品格ドキュメンタ
リー、リアルタイムニュースなど、今の韓国を24
時間楽しめる韓国総合エンターテインメント
チャンネル。

©KBS

【メインターゲット】 30～50代総合エンターテイメント

株式会社スカパー・ブロードキャスティング
〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-14
担当部署名：制作部
担当部署TEL：03-5571-7056　担当部署FAX：03-5571-1776
http://www.skyperfectv.co.jp

スカチャン

国内外のサッカー（セリエA・Ｊリーグ等）、野球
（プロ野球等）、プロレス格闘技など話題のス
ポーツや、音楽など各種エンターテインメント
番組を放送。
※視聴方法は番組ごとに異なります。（PPV方式／各
種セットパック）

©J.LEAGUE

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
〒105-6355 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ
担当部署名：テレビジョン プラットフォーム・セールス&アフィリエイト・マーケティング
担当部署TEL：03-6752-2830　担当部署FAX：03-6752-5630
http://www.disneychannel.jp

ディズニー・チャンネル

アニメーションはもちろん、映画やドラマ、
子どもの情操を育む番組など、ディズ
ニーならではの良質なコンテンツをお届
け！ さらに 最新映画の特別映像や世界
のディズニーテーマパーク、注目グッズな
ど、ディズニーの最新情報も。二カ国語
放送でリアルな英語も学べます！ 「ミッキーマウス！」©Disney

【メインターゲット】 4～12才のキッズとその家族総合エンターテイメント

株式会社ＴＢＳテレビ
〒107-8006 東京都港区赤坂5-3-6
担当部署名：クロスメディア営業部
担当部署TEL：03-5571-3793　担当部署FAX：03-5571-2089
http://www.tbs.co.jp/tbs-ch

TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ

TBS60年の歴史が凝縮！ 金八先生、ス
クール・ウォーズ、江戸を斬るなどの名作ド
ラマ＆時代劇から、けいおん！などの大ヒッ
トアニメまで毎日豪華に一挙放送！ 野球・
ボクシング・ゴルフ・フィギュアスケートも！！

「侍プロ野球 2015（横浜DeNA戦）」筒香嘉智選手/
©YOKOHAMA DeNA BAYSTARS

【メインターゲット】 30～50代の男女を中心とした、全世代をターゲット総合エンターテイメント

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
〒105-6355 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ
担当部署名：テレビジョン プラットフォーム・セールス&アフィリエイト・マーケティング
担当部署TEL：03-6752-2830　担当部署FAX：03-6752-5630
http://www.disneyjunior.jp/junior/

ディズニージュニア

「ディズニージュニア」は、世界で展開されるディズニーのキッズブランド。
「ミッキーマウス クラブハウス」や「ちいさなプリンセス 
ソフィア」など小さなお子さま向けの番組を24時間
365日お届けする専門チャンネルです。 大好きな
キャラクター達を通じて、子どもたちの感性や好奇心、
考える力を育み、二か国語放送では楽しみながら英
語に触れることが出来ます。 「ちいさなプリンセス ソフィア」©Disney

【メインターゲット】 2～7才のキッズとその家族ア ニ メ

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2015」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/
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チャンネル紹介

株式会社テレビ朝日
〒106-8001 東京都港区六本木6-9-1
担当部署名：総合編成局 CS事業部
担当部署TEL：03-6406-1942  担当部署FAX：03-3405-3513　
http://tv-asahi.co.jp/ch/

テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ

超人気ドラマ「相棒」、「科捜研の女」シ
リーズ！ 毎日放送中の「ドラえもん」や
「クレヨンしんちゃん」。さらに豪華アー
ティストが続々登場する「EXシアター
TV LIVE」など名作厳選エンタメチャン
ネル！

「ドラえもん」 ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社シーエス日本
〒102-0084 千代田区二番町14番地 日テレ麹町ビル 南館2F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-5226-0674　担当部署FAX：03-5275-1101
<2015年11月2日より＞〒105-7422 東京都港区東新橋1-6-1 日テレタワー22F
担当部署TEL:03-5226-0674（変更なし）  担当部署FAX:03-5537-5775
http://www.nitteleplus.com

日テレプラス ドラマ・アニメ・スポーツ

ドラマ・アニメ・スポーツ・バラエティ・音楽
…最新作から名作まで日テレの番組が満
載！ 地上波スピンオフ作品など、ここでしか
見られないオリジナル番組も充実。家族み
んなが楽しめる日テレ系エンタメチャンネル。

「名探偵コナン」
©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社フジテレビジョン
〒137-8088 東京都港区台場2-4-8
担当部署名：総合開発局 メディア開発センター ペイTV事業部
担当部署TEL：03-5500-9641　担当部署FAX：03-5500-9649
http://www.fujitv.co.jp/otn

フジテレビ TWO ドラマ・アニメ

フジテレビの強力ドラマ・アニメチャンネル。
ドラマ、バラエティ、国内外問わず、あっち
もこっちもイケメンだらけの垂涎ラインナッ
プ！ もちろん「ワンピース」や「ドラゴンボー
ル」ほかアニメだって超充実！！

「美女か野獣」

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

FOXインターナショナル・チャンネルズ株式会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-14 神宮前メディアスクエアビル9F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5469-6577　担当部署FAX：03-5469-6566
http://tv.foxjapan.com/fse/

FOXスポーツ＆エンターテイメント

スポーツ＆エンターテイメントであなたのラ
イフスタイルを豊かにするチャンネル。ス
ポーツ中継やリアリティショー、海外ドラマ、
映画など多彩なジャンルを通して、いまだ
かつてない感動や興奮をお届けします！

Photo by Josh Hedges/Zuffa LLC

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社テレビ朝日
〒106-8001 東京都港区六本木6-9-1
担当部署名：総合編成局 CS事業部
担当部署TEL：03-6406-1942  担当部署FAX：03-3405-3513　
http://tv-asahi.co.jp/ch/

テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ

埼玉西武ライオンズ主催全試合を完全
生中継！ 海外サッカーやフィギュアスケー
ト、津田大介のオリジナル新報道番組も。
さらに世界的モータースポーツ「フォー
ミュラE」も放送決定！

「人生の楽園」 ©テレビ朝日

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社フジテレビジョン
〒137-8088 東京都港区台場2-4-8
担当部署名：総合開発局 メディア開発センター ペイTV事業部
担当部署TEL：03-5500-9641　担当部署FAX：03-5500-9649
http://www.fujitv.co.jp/otn

フジテレビ ONE スポーツ・バラエティ

フジテレビの強力スポーツ・バラエティチャ
ンネル。
東京ヤクルト主催試合全戦生中継！ プ
ロ野球ニュース！ ウルトラ怪獣散歩！ ゲー
ムセンターCX！ われめDEポン！ 鎧美女
ほか、オリジナルバラエティがぎっしり！
「SWALLOWS BASEBALL L!VE 2015」 ©ヤクルト球団

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社フジテレビジョン
〒137-8088 東京都港区台場2-4-8
担当部署名：総合開発局 メディア開発センター ペイTV事業部
担当部署TEL：03-5500-9641　担当部署FAX：03-5500-9649
http://www.fujitv.co.jp/otn

フジテレビ NEXT ライブ・プレミアム

フジテレビの強力プレミアムチャンネル。
F1、ブンデスリーガ、NBAなど世界最高
峰のスポーツ生中継から、坂崎幸之助
のももいろフォーク村NEXT、K-POPな
どなど、ライブ感たっぷりのドキドキチャン
ネル！

「ブンデスリーガ 15/16シーズン」

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

ターナージャパン株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル
担当部署名：メディア ソリューションズ部
担当部署TEL：03-6381-0769　担当部署FAX：03-6381-0702
http://www.mondotv.jp

MONDO TV

ディープに迫るサブカルチャー、話題の
グラビアアイドル、人気プロの麻雀対局、
パチンコ・パチスロの必勝法、バラエティ
に富んだ作品が充実のVシネマ、他では
見られないオリジナル番組が満載！ オト
コを満たすMONDO TV。
「モンド麻雀プロリーグ」TM &©2015 Turner Japan

【メインターゲット】 主に30～60代の男性中心総合エンターテイメント

株式会社囲碁将棋チャンネル
〒107-8460 東京都港区赤坂4-8-10
担当部署名：株式会社東北新社 放送本部 メディア事業部 広告部
担当部署TEL：03-5414-0312　担当部署FAX：03-5414-8847
http://www.igoshogi.net

囲碁・将棋チャンネル

今、子どもの教育、躾けにも効果を期待されて
いる囲碁と将棋。このチャンネルは、入門・初級
者に対する講座はもちろん、高段者に対しても
タイトル戦の棋譜解説など棋力向上のための
番組が充実。毎日囲碁と将棋がたっぷり楽しめ
ます。

お好み置碁道場　小林 覚九段（囲）vs 先崎 学八段（将）©囲碁・将棋チャンネル

【メインターゲット】 50代以上の男性中心趣味・娯楽・教育・教養

株式会社ジュピター ビジュアル コミュニケーションズ
〒101-0021 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館
担当部署名：コンテンツプロデュースグループ
担当部署TEL：03-6760-8400　担当部署FAX：03-6765-8023
http://www.actontv.com

大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV

新車や新築住宅、リゾート物件、クルーズ商
品から投資情報まで、よりよい生活を実現
するための情報番組を放送中。情報紹介に
とどまらず番組に連動したカタログ請求など
で、視聴者の行動を引き出す「結果を出せ
る」チャンネルです。WEB内での映像展開
など、二次活用のプランも豊富にご用意。 「アクトオン新車情報」

【メインターゲット】 30代後半～50代趣味・娯楽・教育・教養

株式会社釣りビジョン
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-2 フジエステイト新宿第1ビル7F
担当部署名：編成制作管理部
担当部署TEL：03-3373-9753　担当部署FAX：03-3373-5617
http://www.fishing-v.jp/

釣りビジョン

未だ見ぬ魚たちとの出会いを釣り人へ。豊
かな水辺の風景を、自然を愛する全ての人
へ。美しい自然の映像が生み出す感動と
興奮を、365日様々な釣り番組をお届けす
る日本で唯一の釣り専門チャンネルです。

「SALT Dreamer」

【メインターゲット】 自然を愛するすべての人趣味・娯楽・教育・教養

ターナージャパン株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル 
担当部署名：メディア ソリューションズ部
担当部署TEL：03-6381-0754　担当部署FAX：03-6381-0702
http://www.tabichan.jp

旅チャンネル

世界中の魅力溢れる旅の映像をお届け
する日本で唯一の旅専門チャンネル。旅
チャンネルは、夢に描いていた楽しい場
所へのパスポート！ 海外・温泉・紀行・情
報など多彩なジャンルの番組は、知的好
奇心を満たし、心を癒すひとときをご提供
します。 「高嶋政宏の旅番長」TM＆©2015 Turner Japan

【メインターゲット】 30～60代女性、50～60代男性趣味・娯楽・教育・教養

株式会社IMAGICA TV
〒105-6026 東京都港区虎ノ門4-3-1
担当部署名：放送事業局 広告営業部
担当部署TEL：03-6702-0243　担当部署FAX：03-6702-0249
http://www.foodiestv.jp/

FOODIES TV

日本で唯一の食専門チャンネル! 有名
店のシェフや国内外の人気料理家によ
るプロのレシピがあなたの毎日をもっとお
いしくします。世界の食文化やグルメ情
報、旅・紀行番組も充実。おいしい食の
コミュニケーションをFOODIES TVで!

「レミさんちの食卓」

【メインターゲット】 食を愛するすべての人趣味・娯楽・教育・教養

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2015」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社WOWOW
〒107-6121 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル21F
担当部署名：エンターテインメントビジネス局 エンターテインメントビジネス部
担当部署TEL：03-4330-8160　担当部署FAX：03-4330-8161
http://www.wowow.co.jp

WOWOWライブ

本当はその場にいたい、という方のために、ス
ポーツと音楽とステージの現場から、感動と興
奮をそのままお届けします。最高のライブエン
ターテインメントを体感してください。きっと忘れ
られない瞬間になるはずです。

「エキサイトマッチ～世界プロボクシング」
2015年10月以降放送 （写真左上から時計回り）マニー・パッキャオ、フロイド・メイウェザー、

ゲンナディ・ゴロフキン、山中慎介、サウル・アルバレス ©NAOKI FUKUDA

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社WOWOW
住所 〒107-6121 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル21F
担当部署名：エンターテインメントビジネス局 エンターテインメントビジネス部
担当部署TEL：03-4330-8160　担当部署FAX：03-4330-8161
http://www.wowow.co.jp

BS−9チャンネルを押すだけで、あなたは日常から解放
されます。映画、ドラマ、スポーツ、音楽など、あらゆるエ
ンターテインメントを世界中から選び抜いてお届け。こ
こには毎日、出会いがあります。

「エレメンタリー3 ホームズ＆ワトソン in NY」
2015年10月以降放送

©2015 CBS Broadcasting Inc All Rights Reserved.

WOWOWプライム

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社WOWOW
〒107-6121 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル21F
担当部署名：エンターテインメントビジネス局 エンターテインメントビジネス部
担当部署TEL：03-4330-8160　担当部署FAX：03-4330-8161
http://www.wowow.co.jp

映画さえあれば幸せ。他の何より映画が好き。
そんな気持ちにこたえる洋画、邦画、名画だ
けの24時間映画専門チャンネルです。年間
1,500本のうち約700本が初放送。映画の
ある人生をおくりませんか。

「ホビット 決戦のゆくえ」 2015年10月以降放送
©2014 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. AND WARNER BROS. 

ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.

WOWOWシネマ


