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平素は衛星テレビ広告協議会（CAB-J）及び会員各社に格別のご

高配を賜り厚く御礼申し上げます。

CAB-J集計の2014年度広告総売上は、2013年度後半の消費税

増税前の駆け込み需要の反動減や一部チャンネルが例年開催してい

た大型イベントのキャンセル等の影響から前年比 95.8%の210億円と

なりました。新年度に入って以降も厳しい状況が続いておりますが、会

員各社は売上の上積みを目指し、積極的に活動しております。アドバタ

イザー・広告会社の皆様には、引き続きのお力添えを頂けます様お願い

申し上げます。

この度、本年度のメディアデータブックをお届けできる運びとなりました。

おかげさまで機械式ペイテレビの接触率データの調査開始以降、

CS/BSペイテレビ放送は年々接触率を伸ばしております。しかし、視

聴契約件数が伸び悩みを見せる中、2015年9月には世界最大の動画

配信サービスであるNetflixがサービスを開始するなど、我々を取り巻く

環境は、ますます多様化していくことが予想されており、CS/BSペイテ

レビ放送の成長は楽観視できる状況にはありません。

しかし、見方を変えれば、プライベートメディアの側面もあり、モバイル

端末との親和性が高いと思われるCS/BSペイテレビ放送にとっては、

例えば、放送単体での広告だけではなくテレビとモバイルを連携させた

広告施策など、斬新な企画力で新しい価値を創造し、ビジネスを拡大

する機会とすることが求められている時代とも考えております。

私たちは、会員各社の意識改革、CS/BSペイテレビ広告の啓蒙を

絶えず行いながら、「機械式ペイテレビ接触率調査」の整備拡充を通

じて得られるデータをあらゆる角度から分析し、アドバタイザーの皆様に

対しまして、わかり易くかつ実効性の高い情報のご提供・ご提案をして

参ります。

アドバタイザー・広告会社の皆様におかれましては、今年度も一層の

ご支援とご協力を賜わります様お願い申し

上げます。

2015年10月吉日

衛星テレビ広告協議会（CAB-J） 会長

滝山 正夫
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CS/BSペイテレビの基礎解説と普及状況

CS/BSペイテレビの概要と視聴方法

視聴方法は3つ＝DTH（直接受信）、ケーブルテレビ、IPTV

ペイテレビとは、その名の通り「料金を支払って視聴
する」テレビ放送の総称で、現在、CS（Communication 
Satellite＝通信衛星）3機とBS（Broadcasting 
Satellite＝放送衛星）の計4機の衛星を使って、約
240チャンネル放送されています（下図「DTH」参
照）。いうまでもなく、地上波（地デジ）や無料の民放
系BSデジタル放送とは異なるものです（NHKは受
信料を支払って視聴しますが、ここではペイテレビの
カテゴリーに属さないものとします）。

衛星テレビ広告協議会（以下CAB-J）は、これらペ
イテレビ（有料CS/BS放送）の広告価値向上と利
用促進等を目的に活動しており、当初は有料CS放

では、ペイテレビを視聴する方法を説明しましょう。
大きく分けて、次の3つの方法があります（上図参照）。

（1）DTH（Direct To Home/直接受信）
自宅に受信アンテナを設置し、次のプラットフォー

ムのいずれかに加入して、見たいチャンネルやパッ
ケージを契約して視聴します。
◆スカパー！（110度サービス）の場合：

110度BS/CSアンテナをデジタルテレビ（3波共
用）につないで視聴します。

送のチャンネルのみで構成されていましたが、その後、
2011年以降に開始された有料BS放送のチャンネ
ルが加わり、現在68チャンネルで構成されています。
スカパー！（DTH）やケーブルテレビ、IPTV等で視聴で
き、現在、日本の総世帯数の26.1％に当たる1,356
万世帯（2015年6月末現在/2015年よりWOWOW
加入数を合算）に普及しています（P5参照）。有料
放送で専門性の高いチャンネルが多いことから、富
裕層に支持され、能動的な視聴者が多いのが特長
です。

有料CS放送は日本におけるデジタルテレビの先
駆けで、1996年からMPEG2方式で日本初のデジ

◆スカパー！プレミアムサービス
（124度/128度サービス）の場合：

JCSAT-3およびJCSAT-4を受信するCSアンテ
ナと、専用チューナーを設置します。

（2）ケーブルテレビ（CATV）
多チャンネルサービスを提供しているケーブルテレ

ビ局は全国に400局以上あります。地上波・BS・CS、
そして自主制作のコミチャン等を1本のケーブルで直
接各家庭へ届けるうえ、インターネットや電話サービス

タル多チャンネル放送を開始しました（当時はSD:標
準画質）。その後、2012年10月からH.264方式を
採用してさらにデジタル圧縮効率を上げ、HD化・多
チャンネル化を進めてきました。そして2014年5月末
をもってMPEG2によるSDの多チャンネル放送が終
了し、翌6月に4Kによる試験放送「Channel 4K」が
開始。2015年3月１日にはスカパー！プレミアムサー
ビスで2つの4Kチャンネルが開局し、4Kテレビの牽
引役としても期待されています。また2015年6月から
はスマホやタブレットで視聴できるプラットフォーム

（NOTTV）でペイテレビ6チャンネルが放送開始され、
マルチデバイス視聴も進んでいます。

も加えたトリプルサービスを提供しています。
（3）IPTV

「スカパー！プレミアム光」、NTTグループの「ひかり
TV」、KDDIの「auひかり TV」等のIPTVサービスが、
FTTH等ブロードバンド回線を通して多チャンネル
サービスやVODを提供しています。各IPTV事業者
専用のSTB（Set Top Box）やスティック端末とテレ
ビを接続して視聴します。

（注）ケーブルテレビもIPTVも、チャンネル数は事業者によって異なります。

CS/BSペイテレビ（以下ペイテレビ）の加入世帯数はどのくらいの規模なのでしょうか。
ここでは、都道府県別の加入状況など、ペイテレビの基本情報を紹介します。

東経110度 東経124度 東経128度

CATV（J:COM、イッツコムなど） IPTV他（スカパー! プレミアムサービス光、ひかりTVなど）

DTH （直接受信）

地元のケーブルテレビ局と契約。
ケーブルSTBとテレビをつないで視聴する

各IPTV事業者と契約。
専用のSTBやスティックとテレビをつないで視聴する

110度CS対応BSアンテナを設置し、
デジタルテレビ（3波共用受信対応）につないで視聴する

   CSアンテナ（JCSAT-3およびJCSAT-4受信）を設置し、
スカパー!プレミアム対応チューナーとつないで視聴する

約40～100ch放送 約40～150ch放送

約70ch放送

JCSAT-110R JCSAT-4B JCSAT-3A

2015年8月末現在

BSAT

約160ch放送

○△ケーブル ひかり○△

CS/BSペイテレビの普及状況

※都道府県別世帯数はスカパーJSAT発表と同じく、平成23年2月25日に総務省統計局が公表した「平成22年国勢調査人口速報集計」の結果より。

北海道 2,424,073 461,122 19.0%
青　森 513,311 106,544 20.8%
岩　手 483,971 95,756 19.8%
宮　城 901,254 197,913 22.0%
秋　田 390,335 89,278 22.9%
山　形 388,670 70,293 18.1%
福　島 720,587 118,188 16.4%
茨　城 1,088,848 220,150 20.2%
栃　木 745,045 154,921 20.8%
群　馬 755,297 110,634 14.6%
埼　玉 2,842,662 730,031 25.7%
東　京 6,403,219 1,876,845 29.3%
千　葉 2,515,220 738,459 29.4%
神奈川 3,843,424 1,110,753 28.9%
山　梨 327,642 47,506 14.5%
新　潟 838,922 170,879 20.4%

長　野 794,362 279,260 35.2%
静　岡 1,398,550 351,295 25.1%
愛　知 2,933,464 713,647 24.3%
三　重 703,704 261,240 37.1%
岐　阜 736,555 145,959 19.8%
富　山 383,323 173,110 45.2%
石　川 440,995 109,154 24.8%
福　井 275,424 197,859 71.8%
滋　賀 517,236 83,062 16.1%
和歌山 393,750 77,821 19.8%
京　都 1,122,634 195,444 17.4%
大　阪 3,832,319 1,408,750 36.8%
兵　庫 2,254,880 462,168 20.5%
奈　良 523,280 135,002 25.8%
鳥　取 211,832 91,550 43.2%
島　根 262,108 73,470 28.0%

岡　山 754,067 228,346 30.3%
広　島 1,184,606 283,399 23.9%
山　口 597,195 149,246 25.0%
徳　島 302,144 84,559 28.0%
香　川 390,334 95,613 24.5%
愛　媛 590,782 161,087 27.3%
高　知 321,671 80,610 25.1%
福　岡 2,110,880 484,742 23.0%
佐　賀 294,854 60,319 20.5%
長　崎 558,439 172,602 30.9%
熊　本 688,106 144,439 21.0%
大　分 481,957 166,835 34.6%
宮　崎 460,277 196,828 42.8%
鹿児島 729,330 110,070 15.1%
沖　縄 519,975 83,533 16.1%
合　計 51,951,513 13,560,295 26.1%

都道府県名 世帯数 ペイテレビ
加入世帯数

都道府県別
普及率 都道府県名 世帯数 ペイテレビ

加入世帯数
都道府県別
普及率都道府県名 世帯数 ペイテレビ

加入世帯数
都道府県別
普及率

ペイテレビの加入世帯数と普及率の推移

CS/BSペイテレビの普及状況

都道府県別加入状況
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■東北 677,972世帯（20.0%）

■北海道 461,122世帯（19.0%）

■東海 1,472,141世帯（25.5%）

■近畿 2,362,247世帯（27.3%）■四国

421,870世帯（26.3%）

■甲信越 497,645世帯（25.4%）

■北陸 480,123世帯（43.7%）

■中国 826,011世帯（27.4%）

■九州･沖縄 1,419,368世帯（24.3%）

●DTH（スカパー!）加入数→3,397,340世帯 スカパーJSAT発表
●ケーブルテレビ加入数→6,397,300世帯 CAB-J調べ
●IPTV他加入数→967,008世帯 （一社）衛星放送協会調べ
●WOWOW加入数→2,798,647世帯 WOWOW発表

合計 13,560,295世帯

総加入 1,356万世帯
普及率26.1%（2015年6月末現在）

■関東 4,941,794世帯（27.2%）

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/

2015年1月から
WOWOW加入者も

集計
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アドバタイザー・インタビュー CS/BSペイテレビ（以下ペイテレビ）を活用されたアドバタイザーに話を聞き、
事例紹介とともにペイテレビ広告を実施した狙いやその効果などを紹介します。

映画×キヤノン×WOWOWがコラボして、キヤノンのコンパクトデジタルカメラ「PowerShot G7 
X」のプロモーションを2014年10月・12月、および2015年3月・4月に展開。Canon presents「映
画を巡る旅」と題して、映画枠の提供とミニ番組を合わせて放送
した。

ミニ番組では、著名な写真家がコンパクトデジタルカメラ
「PowerShot G7 X」を持って、放送する映画のロケ地を巡り、
撮影した写真を紹介。またWOWOWの番組ガイド内に、撮影し
た写真を用いた広告を掲載。その他新聞等にも広告を掲載し、
映像メディアと紙メディアでプロモーションを展開した。

この展開により「PowerShot G7 X」のパフォーマンスを伝え
ることはもちろん、映画のロケ地取材と重ねあわせることで、独自
の世界観を確立した。

メルセデス・ベンツ日本が東京・六本木で展開するブランド情報発信拠点「Mercedes-Benz 
Connection」に人気シンガーの清水翔太を迎え、完全招待制のスペシャルライブを実施。観覧応募
の条件をメルセデス・ベンツの会員サイト「My Mercedes」
もしくは「Mercedes-Benz Connection」の会員プログラ
ム「Mercedes. Connected」会員とすることで、新規会員
の登録促進および既存会員のロイヤリティ向上の機会を
提供した。ライブの模様はスペースシャワーTVで事後特番
として放送したほか、スマートフォンアプリ「スペシャアプリ」
では当日に完全生配信を実施。複数デバイスを通じたライ
ブ映像提供で、地方在住者や抽選に外れた会員、アー
ティストのファン、アプリユーザーなど、広範囲にメルセデ
ス・ベンツの魅力を訴求した。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
業種：キヤノン製品ならびに関連ソリューションの国内マーケティング　展開商品：コンパクトデジタルカメラ「PowerShot G7 X」
広告会社名：株式会社電通　展開キーワード：ミニ番組制作、番組提供、クロスメディア

メルセデス・ベンツ日本株式会社
業種：自動車　展開商品：ブランド情報発信拠点「Mercedes-Benz Connection」（東京・六本木）
広告会社名：株式会社博報堂、株式会社博報堂DYメディアパートナーズ
展開キーワード：番組制作、番組提供、イベント、クロスメディア、キャンペーン展開、その他

WOWOW
スペースシャワーTV

映画のロケ地を訪ねるミニ番組を制作
商品独自の世界観を確立

ブランド発信拠点でライブを開催し
顧客との接点創出と満足度向上につなげる

「PowerShot G7 X」の特長や主なユー
ザー層を教えてください。
麓：コンパクトデジタルカメラ「PowerShot G7 

X」は、1.0型の大型センサーと大口径レンズを、

横幅103mm、高さ60.4mmという小さなボディー

に搭載していることが大きな特長です。その他

にも光学4.2倍ズームの搭載や、カメラとしての

佇まいを徹底的に追求したデザインなど、高級

コンパクトカメラとしてふさわしい1台に仕上げて

います。

「PowerShot G7 X」の主なターゲットは、50～

60代の富裕層です。これまでも高所得者層や

中高年層に訴求するプロモーションを実施して

きました。

今回、WOWOWでプロモーションを実施され
ましたが、その内容を教えていただけますか。
麓：Canon presents「映画を巡る旅」と題して、

10月/12月/3月/4月に映画枠の提供とミニ番

組を合わせて放送しました。ミニ番組では、著名

な写真家に「PowerShot G7 X」を持って映画

のロケ地を巡っていただき、そこで撮影した写真

を紹介しました。3/4月の展開では『スティング』

の舞台となったアメリカ・シカゴのユニオン駅や、

『ロッキー』の名シーンで有名なフィラデルフィア

美術館、『ボーン・アイデンティティー』が撮影され

た青い海と白い街並みが美しい観光地、ギリ

シャ・ミコノス島の3つの映画の舞台を訪れてい

ます。

この企画は新聞広告とも連動しており、ミニ番

「Mercedes-Benz Connection」のコン
セプトやターゲットを教えていただけますか。
小口：私たちメルセデス・ベンツは、新しい商品を

大量に投入し、お客様の幅を広げています。そ

の中で、今まで接点のなかったお客様にも私た

ちの商品との接点を持っていただきたいと考え、

2011年に「Mercedes-Benz Connection」を

オープンしました。

この施設はカフェやレストランと車の展示ス

ペースで構成されており、お客様の日常の中に

車が溶け込んでいるのが特徴です。ふと見ると

車が側にあるので、そこから車に興味を持って

いただければと考えています。また試乗いただく

こともできますので、さらに良さを理解していただ

くこともできます。

近年、若者の車離れが進んでいると言われ

ていますが、若い方も多数ご来店いただいてお

り、新しいお客様との出会いの場としてうまく機

能しています。こういった活動を通じて、メルセ

デス・ベンツを好きになっていただければと考え

ています。

スペースシャワーTVでプロモーションを実
施されたそうですが、その狙いを教えてくだ
さい。
小口：新しいお客様との出会いを作るという

「Mercedes-Benz Connection」のコンセプトに

対し、音楽はすごく相性の良いコンテンツです。

スペースシャワーTVは音楽への造詣が深く、世

の中をリードする放送局だと認識していましたの

で、一緒に組ませていただきました。

実際今回のプロモーションを通じて、既存の

お客様、新しいお客様ともに十分ご満足いただ

けたと思っています。さすがスペースシャワーTV

だなと感じています。

どのようなプロモーションを実施されたのか、
具体的な内容を教えていただけますか。
小口：メルセデス・ベンツのブランド発信拠点であ

る「Mercedes-Benz Connection」に清水翔太

さんをお迎えして、スペシャルライブを実施させて

組で撮影した写真を掲載しました。またWOWOW

が毎月発行しているプログラムガイドでも同様の

広告を掲載しています。

このように放送と紙媒体が同時に連動するこ

とで、「PowerShot G7 X」のパフォーマンスを

伝えることはもちろん、映画のロケ地の取材と重

ねあわせることで、「PowerShot G7 X」独自の

世界観を確立できたのではないかと思います。

WOWOWでプロモーションを実施された狙
いは、どのような点にあったのでしょうか。
麓：WOWOWはプレミアムチャンネルであり、たく

さんの高所得者層に視聴されているのが特長

です。また「WOWOWシネマ」という映画専門

チャンネルで、新作洋画邦画など多彩な映画を

24時間365日放送しており、映画ファンに支持

されているチャンネルでもあります。私たちのプロ

モーション展開と、WOWOWのコンテンツ、そし

て視聴者層との親和性が高かったことから、プ

ロモーションの実施を決定しました。

今回のプロモーションに対する感想や評価
を教えてください。

いただきました。メルセデス・ベンツの会員サイト

「My Mercedes」会員の方と、この施設の会員

プログラム「Mercedes. Connected」会員の方よ

り参加応募をいただき、抽選でご招待したので

すが、スペースシャワーTVからの告知で、新しい

お客様にも「My Mercedes」会員に登録いただ

いた上でご応募いただけました。

今回実施されたプロモーションに対する評
価はいかがですか。
小口：スペースシャワーTVと組ませていただいた

ことで、新しいお客様を多く「Mercedes-Benz 

Connection」にご案内することができました。ま

た新しいお客様、既存のお客様ともにスペシャ

ルライブを楽しんでいただき、その日を満足して

過ごしていただけたと思いますので、かなり良い

効果を得られたと認識しています。新たなお客

様との繋がりを作れたのと同時に、既存のお客

様ともより深い繋がりを持つことができました。

今回プロモーションを実施された中で感じた、
有料多チャンネル放送の魅力がございました

麓：今回のプロモーションではCMを放送するだ

けではなく、映画の冒頭でミニ番組も放送する

ことで、「映画を巡る旅」というフレームの中で

「PowerShot G7 X」の魅力を自然に伝えられ

たのではないかと思います。

カメラ購入の大きなきっかけとなる「旅行」を

テーマにし、さらに「映画」の世界に誘うことで

旅情と購買意欲をうまくかきたてられたかと思い

ます。また、『ローマの休日』や『ロッキー』など、

ターゲットである50～60代を意識した映画の選

定も良かったのではないかと思います。

有料多チャンネル放送の魅力や、今後期待さ
れること、実施してみたい企画などがござい
ましたら教えていただけますでしょうか。
麓：WOWOWとのプロモーションでは、279万人

という会員数や、高所得者層が多いというセグ

メントメディアとして魅力があると感じました。

今後、その特性と合致した新商品をリリース

することになった際には、またプロモーション企

画の実施を検討させていただきたいと考えてい

ます。

ら教えてください。
小口：有料多チャンネル放送の視聴者には、地

上波やBSの無料放送がある中で、あえてコンテ

ンツを自分から取りにいくアクティブな方が多い

と認識しています。そうしたアクティブな方 と々接

点を持つことは、さまざまなビジネスを展開する

中で、私たちにとって良い効果を得られますの

で、今後もいろいろな形でプロモーションしてい

ければと考えています。

コミュニケーション本部 宣伝企画部 麓 剛大 様 カスタマー・エクスペリエンス部 メルセデス・ベンツ コネクション マネージャー 小口 泰史 様

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 メルセデス・ベンツ日本株式会社

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/

新聞広告やWOWOWの番組ガイドにも展開
「Mercedes-Benz Connection」で清水翔太のスペシャルライブを実施
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広告事例 各チャンネルの専門性を活かして展開された広告事例を紹介します。
制作 …番組制作

クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

提供 …番組提供

キャン展 …キャンペーン展開

インフォ …CM（インフォマーシャル）制作

二次 …映像二次利用

イベント …イベント展開

その他 …その他

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/

各社

●展開商品：各種（映画、DVD、シャンパン他）

AXN

映画配給、飲料、食品他

AXNでは毎年1月中旬に米国ロサン

ゼルスで開かれる映画＆TVのアワード

「ゴールデングローブ賞授賞式」を放送。

“アカデミー賞の前哨戦”とも言われ、毎

年世界中でその結果が注目されており、

授賞式の知名度もこの数年で高まって

います。そんな授賞式の放送を記念して、

東京ミッドタウン内ビルボードライブ東京

にて<AXNゴールデングローブ賞スペシャルナイト>を毎年開催。

華やかなパーティー形式を取り入れ、AXN視聴者やイベントに協賛

いただいたクライアントを招待。授賞式の模様をこの日のためだけ

に編集し、それを観覧しながら、ディナー・ライブ・プレゼントコーナー

等さまざまなプログラムが楽しめるイベントとなっています。授賞式

に関わる各映画配給会社やDVD各社ほか、イベント中に楽しんで

いただくシャンパン他、演出として設置されるアロマキャンドル

etc...クライアントニーズをカスタマイズし、イベント内の台詞やプレ

ゼンテーションタイムを設けるなど、華やかなイベントの中で各クライ

アントのメッセージが参加者に伝わる工夫をしています。終了時の

お土産なども配布し、サンプリングすることでより深い実体験もして

いただくような放送と連動したAXNの名物企画となっています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

マレーシア政府観光局

●展開商品：誘致キャンペーン

AXNミステリー

観光局

ファミリーからシニア層まで旅

先として人気の高いマレーシア。

そんなマレーシアの魅力をビビット

に伝え、さらなる誘致とリピートを

高める目的でオリジナル番組

『Colors of Malaysia』を制作・

放映しました。

現地在住のレポーターを採用

し、地元の人でも知らないクアラ

ルンプール最新情報を紹介した

「RED」篇。アイランド・リゾート、

ペナン島とランカウイ島を紹介し

た「BLUE」篇。30分特番2本だ

けではなく、4分ショート再編集版

6本を放映しリーチを広げました。

放送後、視聴者に番組を追体

験してもらうモニター・キャンペー

ンを実施。モニター参加者には

現地での体験をもとに、視聴者目線でマレーシアの魅力をブログ形

式でレポートしていただきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

Z会

●展開商品：小学生コース　●広告会社：電通、電通東日本

囲碁・将棋チャンネル

教　育

囲碁・将棋チャンネルにてCMの

放送、そして日本で2番目に大きな

こども将棋大会「J:COM杯3月の

ライオン子ども将棋大会」にてブー

スの展開を行いました。

ターゲットは「教育」への関心が

高いM2・F2層。ブースでは、教材を

並べ実際に手に取れるようにし、ま

た簡単なアンケートを書くと豪華賞

品（将棋棋士の直筆サイン、将棋盤など）が抽選で当たるキャン

ペーンを実施。

親御さんの関心は高く、教材に関する質問、入会方法の問い合

わせも多数いただきました。肝心のアンケート回収率も非常に高

かったことから、広告主からはお褒めの言葉をいただきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

ビー・エム・ダブリュー

●展開商品：THE NEW MINI　●協力：駐日英国大使館、
英国政府観光庁、ヴァージン アトランティック航空、生活の木

イマジカBS

自動車

ビー・エム・ダブリューより、新しく発売された“THE NEW MINI”シ

リーズの販促・普及を狙い、イマジカBSで『英国映画のロケ地を訪

ねて』（全12話/ナレーター：常盤貴

子）を制作・放送、MINIイベント用の

映像も制作しました。

番組では、愛車“MINI“を相棒に、

英国の風光明媚な景観を背に駆け抜ける女性の一人旅を演出。イ

ギリスで誕生した世界的自動車ブランドMINIの、コンパクト（ヨーロッ

パの狭い道でも扱いやすい）な魅力を番組を通じて訴求しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

カルピス

●展開商品：グルコサミン
●広告会社：電通、電通ダイレクトフォース　●協力：和泉雅子事務局

映画・チャンネルNECO

食　品

映画会社・日活の運営するチャ

ンネルとして、カルピスの健康食品

「グルコサミン」の新しいCMに、

日活映画の往年の名女優「和泉

雅子」さんをキャスティングする企

画を提案させていただきました。和泉さんは1989年に北極点を目

指し、日本人女性としては初となる偉業を成し遂げた実績を持ち、ス

ポンサーであるカルピスの商材イメージに合ったいつまでも元気な

女性キャストとして採用されました。キャスティング採用により、カル

ピスのレギュラー出稿を展開していただきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

金氏高麗人参

●展開商品：神秘の健康力　●広告会社：ペン

映画・チャンネルNECO（レインボーチャンネル）

健康食品

吉沢明歩をメインキャストに据

え、中高年男性ターゲットに向け

て「高麗人参 神秘の健康力」

の活力をストレートにアピールす

ることを主眼としたCMを制作し

ました。代理店とキャスティング

を含めた「精力訴求」のインフォ

マーシャル制作という新しい分

野に挑戦。また業界初となるア

ダルトチャンネルでの広告出稿

を実現、ペイテレビ各社の出稿とあわせて横展開を致しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

各社

●展開商品：ゲーム各種・ゲーム周辺機器
●広告会社：電通 他　●協力：KADOKAWA 他

アニマックス

ゲーム、ゲーム周辺機器・サービス

「TV番組で唯一の、バラエ

ティー演出に偏らない、プロ

モーション・オリエンテッドの本

格的なゲーム情報番組を立

ち上げたい」という目標を掲げ、

2012年7月にゲーム情報番

組『ゲーム★マニアックス』がスタートしました。番組スタート当初か

ら、アスキーメディアワークス（現KADOKAWA）の電撃ゲーム編

集部にプロジェクトの主旨をご理解いただき、「ゲームの電撃」完全

監修の下に番組を制作しています。取り扱うゲームも、コンソール

系、アプリ系、オンライン系、それにゲーム周辺機器と多岐に渡って

います。

本プロジェクトは広告売上向上の他、ゲーム系企業との強固な

関係構築と彼らとの付き合いの中から生まれる新しいビジネス・シー

ズの発見に寄与してくれており、我々の新しいビジネス開拓にも大

きく貢献しています。2015年7月に番組が4年目に突入しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

カルビー

囲碁・将棋チャンネル

食　品

カルビーの大人気フルーツグラノーラ

「フルグラ」のインフォマ制作、講義形

式のイベント実施など、子ども・シニア

に向けて、将棋とコラボした長期的な

キャンペーンを展開しました。

キャンペーンのキーワードは“かむ”こ

と。よくかむことは「塩分摂取をおさえる」「脳の活性を促す」などの

効果があるため、将棋を趣味にしているシニア・子どもが「健康」で、

そして「将棋で勝つ」ために、かみごたえのある「フルグラ」を食生活

に取り入れてほしいという狙いがあります。

第１弾は、歯科医師による「かむ教室」を日本将棋連盟と連携し、

東京将棋会館で実施。「フルグラ」を噛みながら、噛むことがどうし

て大切なのか、親子連れ・シニアが学びました。この取り組みは

「NHK/おはよう日本」や「読売新聞」でも紹介されました。

第2弾は、日本将棋連盟と連携しながら、東京将棋会館と新宿

将棋センターにて、「置きグラ」を実施。フルグラ（試供品）を将棋道

場に常設し、シニア・子どもたちへ噛む習慣をつけてもらうという狙

いで展開しました。

「かむ教室」「置きグラ」の様子は撮影をし、30秒のインフォマー

シャルを制作し、囲碁・将棋チャンネルで放送しました。

●展開商品：フルグラ　●広告会社：エムスリー・カンパニー
●協力：ジェイツ・コンプレックス

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他
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広告事例 制作 …番組制作

クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

提供 …番組提供

キャン展 …キャンペーン展開

インフォ …CM（インフォマーシャル）制作

二次 …映像二次利用

イベント …イベント展開

その他 …その他

バンダイ

●展開商品：妖怪ウォッチ とりつきカードバトル

キッズステーション

玩　具

『妖怪ウォッチ』ジバニャンの

声優を起用した「ホビッチョ！」を

制作・放映。妖怪ウォッチ製作委

員会メンバーならではの制作機

能を活用した展開を実施しました。

また、イベントでの二次利用も行いました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

タカラトミー

●展開商品：トランスフォーマーシリーズ

ザ・シネマ

玩具製造販売

ザ・シネマの2014年の年末大

特集として、映画「トランスフォー

マー」シリーズの一挙放送を実施。

この「トランスフォーマー」玩具を

製造販売されているタカラトミー

から、CMのご出稿だけではなく、

「トランスフォーマー」シリーズの

玩具も、チャンネルプレゼントとし

て多数ご提供いただきました。

さらに一挙放送特集にあたり、

「トランスフォーマー」の歴史大事

典的な位置づけの特別番組を

制作し、ザ・シネマ公式ホーム

ページでも展開しました。この際

に、さまざまな資料や番組取材、

情報ご確認にタカラトミーにご協力をいただき、プレゼントについても

多数の視聴者から応募をいただきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

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/

各社

●展開商品：uP!!!、MUSIC UNLIMITED、
　ヘッドマウントディスプレイ　●広告会社：電通、各社

MUSIC ON! TV

情報通信、音楽配信サービス、電子機器

「リスアニ！L I V E - 5 」は、

2010年に創刊した雑誌「リス

アニ！」をきっかけに、Web、テレ

ビ番組、配信番組、トークイベン

トなど大小さまざまなコンテンツ

を展開している総合アニメ音楽

メディア“リスアニ！”の中でも、最も大規模なイベントです。2010年

にスタートし、5年目の今回も日本武道館2DAYS公演を2015年1

月24日・25日に開催、チケットは即日ソールドアウトで大盛況でした。

イベントチケットの販促キャンペーン利用、会場での映像上映や

フライヤーのサンプリング配布、クライアント特設Webでのオリジナ

ルコンテンツ展開、限定オリジナルグッズのプレゼントや、一部の

アーティストでのライブ映像の二次利用など、さまざまな展開を実施。

協賛各社の皆様のブランディング、販促キャンペーンにご活用いた

だきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

オークリージャパン

●展開商品：Radar EV
●広告会社：博報堂DYメディアパートナーズ

GAORA SPORTS

趣味・スポーツ用品

今春、オークリージャパンは、二刀流で注目を集める大谷翔平選

手を起用したCMを制作、北海道日本ハムファイターズの主催試合

を生中継しているGAORAでの出稿に至りました。

番組内パブリシティや商品露出で、訴求効果を高める広告プラ

ンをご提案。しかし、ローテーション投手である大谷選手の出場は、

前日に発表されるため実施日の設定に苦慮しました。

GAORAでは現地中継車、本社サブ機能を駆使することで、広

告内容を登板日に併

せて柔軟にスライドさ

せる体制を構築し、実

施に至りました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

オリエンタルバイオ

●展開商品：ラフィーネ・アルファ
●広告会社：メディアファイターズ

GAORA SPORTS

食　品

健康食品の通信販売を手掛けるオリエンタルバイオは、プロ野

球中継でのレスポンス強化を目的に通販CMの放送に加え、放送

番組内でのアド露出を実施しました。

出演者が座る放送席のバックボードに社名ロゴを掲載し、番組

内露出を実現、番組との親和性を強調。通販CMの前後では、バ

ナー広告風のCGを中継画像にオーバーラップ。商品への関心喚

起を図ったうえで

CMを放送しまし

た。展開の結果、

入電も増加した

ようで、好評をい

ただきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

第一興商

●展開商品：カラオケ「コート・ダジュール」　●協力会社：ヴァリック

MUSIC ON! TV

業務用カラオケ、飲食店舗、音楽ソフト

カラオケ「コート・ダジュール」

の来店・集客促進キャンペーン

として、150組300名限定の

完全招待制ライブを実施しまし

た 。2 0 1 5 年 4 月 2 1 日 、

s h i b u y a  d u o  M U S I C 

E X C H A N G Eにて「コート・ダジュール 

presen ts つるの剛士プレミアムライブ 

supported by LIVEDAM」を開催し、キャ

ンペーン応募総数は3万通を超えるプレミ

アムチケットとなりました。

ライブは特番としてオンエア。タレントとし

て、ボーカリストとして活躍するつるの剛士

をブッキングすることで、幅広い層からの応

募があり、新規顧客の獲得に貢献しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

ブランドUSA

●展開商品：アメリカ合衆国の観光　●広告会社：TAMARIBA

MTV

外国人旅行者誘致機構

アーティストや著名人自身が、影響を受けたア

メリカのスーパースター達の縁の地を巡りながら、

彼らの魅力や生き様を、さまざまな角度から自分

自身の手で紐解いていく特別番組「BACK TO 

THE ROOT presented by Discover 

America」を2015年1月から月1本30分番組

（リピート2回）としてスタートさせました。

記念すべき1回目は、天性の歌声とリズム感を持ち、コレオグラフ

やソングライティング、楽器も操るスーパーエンターテイナー三浦大

知が、マイケル・ジャクソン縁の地、ロサンゼルスを訪れた模様を2カ

月に渡ってオンエアしました。

3月・4月は、OKAMOTO’Sのボーカルを務めるオカモトショウが、

ジェームス・ブラウンの足跡を追ってジョージア州オーガスタを訪れ

た様子をオンエア。

5月・6月は、カリスマ的な人気を集める植野有砂がフロリダ州マ

イアミを訪れ、ダンスミュー

ジックとラテンポップという、

2つの音楽カルチャーを紐

解いていく模様をオンエアし

ました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

日本コロムビア

●展開商品：ニンテンドー3DSソフト
　「トーマスとあそんでおぼえることばとかずとABC」

海外アニメ！ カートゥーン ネットワーク

ゲームソフト

オンエア/オフエア/オンラインをフル

カバーした商品プロモーションを行いま

した。商品発売時期にスポットを集中

放送し、局主催のプレゼントキャンペー

ン協賛社として、テレビやWeb、スマー

トフォンにて大量露出を図りました。ま

た、カートゥーン ネットワークで放送中の

『きかんしゃトーマス』のミュージカルイ

ベントを東京・大阪・福岡で開催し、会

場内で実際にゲームソフトのプレイが

できるブースを設置。たくさんの子ども

たちに体験していただけました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他
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ビー・エム・ダブリュー

●展開商品：BMW 7
●広告会社：博報堂DYメディアパートナーズ

ゴルフネットワーク

自動車

「ゴルファー層へのコミュニケーションをより一層強化したい」と考

えるクライアントが海外ツアーの冠スポンサーとなったことを契機に、

国内初となる全日程の独占生中継を実施。もともと日本国内での

知名度が高くなかったため、事前の番宣施策・専門誌とのコラボ

レーション展開から放送終了

後の観戦レポートまでを採り上

げる長期間展開で、大会認知

度・理解度の向上を図りまし

た。また、現地観光局とも協力

し、中継内でアクティビティを

番組リポーターが体験取材す

るなど、観光誘致要素を多く

取り入れることにより、視聴者

の興味喚起を行いました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

東京都 江戸東京博物館

●展開商品：施設紹介

CNNj

博物館

全国にホテルネットワークを持つCNNjが、年々増加傾向の外国

人観光客誘致に取り組んでいる江戸東京博物館の告知用CMを

制作・放送。外国人観光客を取り込みたいという江戸東京博物館

のニーズと、訪日外国人に対して直接的な訴求ができるCNNj独自

の強みがマッチしたことにより、実現しました。

制作したCMはCNNj内

での放送だけではなく、外

国人観光客に人気のある

「はとバスツアー」での車内

モニターでも放送し、江戸

東京博物館がターゲットと

していた訪日外国人に対し

て、より効率的に訴求する

ことができました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

トヨタマーケティング
ジャパン 等

●展開商品：ハイブリッド・ハリアー 他

スターチャンネル

自動車製造・販売等

スターチャンネルでは2014年10月、映画的な映像美を有する

CMを映画目線で厳選し番組として放送。トヨタマーケティングジャ

パン等各社から協力いただきCM素材を無料でお借りし「STAR 

CM セレクション」として放送、チャンネルホームページ、チャンネル

ガイド等にて広く告知。

短い尺でありながらその映像美やストーリーで人々の心を動かす

CMを素材そのままをお借りし5分～10分の枠に編集、視聴者に

「プレミアムなエンターテイ

メント映像」としてご紹介。

トヨタ自動車『ハイブリッ

ド・ハリアー 』以 外 に 、

CHANEL、Diorなどの国

内テレビ初放送作を含む

貴重なCM全14作品をス

ターチャンネルが独自にセ

レクトしました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

内閣府

●展開商品：日本PR　●広告会社：電通

CNNj

行政機関

2015年3月に開催された「第3回

国連防災世界会議」では、国連加

盟国193カ国から大統領クラスも含

めて要人が5,000人以上参加。来

日した要 人が 泊まる各ホテルに

CNNjが導入されていたことから、安

倍総理が出演するCMを国連防災

世界会議に参加する要人向けに放

送しました。

また、それに合わせて会場となった仙台では4つのホテル、計

1,000室超の客室内に政府広報誌「We are Tomodachi」を設

置したことで、CM放送と政

府広報誌という、映像媒体と

紙媒体の双方から各国要人

に訴求しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

さいたまクリテリウム実行委員会

J SPORTS

官公庁

埼玉県さいたま市

で開催された世界でも類をみない「ツー

ル・ド・フランス」の名を冠する自転車競

技イベント「2014ツール・ド・フランスさ

いたまクリテリウム」を、J:COMのコミュニティチャンネルと共同で生

中継しました。自転車レースの世界最高峰のレースである「ツール・

ド・フランス」などで活躍する世界トップクラスのサイクルロードレース

の選手たちの走りと10万人以上の観客の興奮を、国内・海外のサ

イクルロードレースを多数放送してきた実績を生かしたJ SPORTS

ならではの中継を行うことができ、全国の自転車ファンにご満足い

ただくことができました。

またこのレースの模様をサイクルロードレースでは初となる4Kで

収録。4K番組をNexTV-Fが運営する「Channel 4K」で配信をし、

レースのスピード感のみならず、４Kの特性を生かした高解像度シネ

マレンズで「ワイドな映像」と「観客目線に近い映像」からの撮影を

含めた圧倒的な臨場感をお伝えしました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

●展開商品：行政イベント促進
●広告会社：博報堂DYメディアパートナーズ
●協力：ジュピターテレコム、ジェイコムさいたま

エレクトロニック・アーツ

J SPORTS

ゲーム

J SPORTSが誇る人気サッカー

番組『デイリーサッカーニュース

Foot！』と世界中で大人気のサッ

カーゲーム「FIFA15」によるコラボレーションが実現。「TOKYO 

GAME SHOW2014」のエレクトロニック・アーツブースにてイング

ランドプレミアリーグと「FIFA15」をテーマにしたトークショー及び特

別番組『EA SPORTS presents デイリーサッカーニュース Foot！

特別版』の公開収録を実施。J SPORTSがトークショーの運営、

告知から集客まで全面的にバックアップしました。

また特別番組の放送のみならず、WEB用の動画も制作しクライ

アントサイトにて配信。「TOKYO GAME SHOW」におけるブース

の盛り上げだけでなく、多面的な展開を行うことでサッカーファンの

話題喚起を促すことができました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

●展開商品：FIFA15

米澤式健顔

●展開商品：美容施術

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

美　容

独自の美容法で女性シニア層に人気の「米澤式健顔」の知名

度アップ、健顔の良さを映像と

して幅広く広めたいというスポ

ンサーニーズのもと、シニア層

をターゲットにしたチャンネル銀

河で長尺のインフォマーシャル

（15分・5分）を制作・放送しま

した。

また、それらの映像をチャンネ

ル銀河公式YouTubeへアップ

し、放送を補完しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

大鵬薬品工業

●展開商品：ゼノール
●広告会社：ウォーターアンドエアークリエイティブアドバタイジング

ゴルフネットワーク

製　薬

商品の特徴である「関節、筋肉、肩・腰の痛みをとる」といった訴

求ポイントを効果的に発信するため、ゴルファーを多く含有する専

門チャンネルにてCM制作・スポット展開を実施。視聴者が親しみや

すいゴルフ場での一日を描

く中で使用方法、効果・効

能を表現しました。また、レ

ギュラー番組の出演者を

起用したことで、より強いコ

ラボレーション感の醸成と

話題喚起を行いました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他



広告事例14 広告事例 15

広告事例 制作 …番組制作

クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

提供 …番組提供

キャン展 …キャンペーン展開

インフォ …CM（インフォマーシャル）制作

二次 …映像二次利用

イベント …イベント展開

その他 …その他

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/

ブライト

●展開商品：カジノ・ヴィーナス

MONDO TV

レジャー施設

MONDO TVオリジナルの2分イ

ンフォマーシャル『掘り出しモンド！』に

て、お台場にあるカジノゲームの擬

似体験ができるアミューズメントス

ペース「カジノ・ヴィーナス」を紹介。

『掘り出しモンド！』は、MONDO TV

が視聴者向けのお勧め商品・サービ

スを紹介するという2分インフォマー

シャルで、スポンサーの担当者へのイ

ンタビューを中心にして構成していま

す。MONDO TVらしく、他ではなか

なか紹介されない商品・サービスを打

ち出せることで、スポンサーのニーズ

にお応えした事例です。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

壽屋

●展開商品：侍箸　●広告会社：塚元達彦事務所

ヒストリーチャンネルTM

趣味用品

ヒストリーチャンネルでは4月6日「城の日」にあわせて『特別企画：

日本の古城を巡る旅』を、また5月には『特集：大坂夏の陣から400

年～真田幸村 最後の戦い』を放送。これらと親和性の高い壽屋

の商品「侍箸」のスポットを制作し、特集番組に集中してCMを投

下。CMは侍箸の公式WEBサイトや店頭、イベント会場などでも使

用いただき、相乗効果を図

りました。

また、壽屋オリジナル制

作によるヒストリーチャンネ

ルロゴ入り箸置きをつけた

「侍箸プレゼントキャンペー

ン」も同時展開。城・戦国

時代をテーマに、商品と放

送を連動させた企画ができ

ました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

リヴィール
エンタテインメント

●展開商品：横浜見聞伝スター☆ジャン

ファミリー劇場

エンタメ

横浜のご当地ヒーロー「横浜見聞伝

スター☆ジャン」の全国への認知度アッ

プを狙い、「スター☆ジャン」の特撮番組

をファミリー劇場で編成し、放送しました。

ファミリー劇場では、番宣制作や放送

を記念したDVDのプレゼントキャンペー

ン、SNSでの盛り上げ施策を実施し、視

聴への導入を図りました。本編内では

「スター☆ジャン」が地元横浜の企業へ

訪れ、企業・商品紹介を行うオ

リジナルCMを放送しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

富士重工業

●展開商品：レガシィ（LEGACY B4、LEGACY OUTBACK）
●広告会社：電通

ディスカバリーチャンネル

自動車

2014年10月にローンチした

新型レガシィのキャンペーンを全

面タイアップ。開発者による商

品の紹介インタビューや、新レガ

シィが提供するライフスタイルを

描くドキュメンタリーなど計４作

品のミニ番組を制作・放送。また、

ミニ番 組 撮 影をもとにC M 、

Web用、販促用の動画コンテン

ツやスチールなど、さまざまなコン

テンツを展開し、活用していただ

きました。好評を得て、2015年6月には夏バージョンの制作・放送、

展開を実施しています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

マルカイコーポレーション

●展開商品：ZIPPO　●広告会社：バッカス

スペースシャワーTV

商　社

アーティストコラボレーションモデルZIPPOの制作企画と、クライア

ントがコラボレーションするミュージックビデオ「CMV」（Collaborated 

Music Video）企画を行いました。2013年12月にThe Birthday、

2014年8月にSiM、12月にTHE BAWDIES、2015年2月に

ONE OK ROCKと、継続的にコラボレーションを実施。コラボモデ

ルZIPPOはアーティストのオフィシャルグッズにラインアップし、アー

ティストとスペースシャワーTVの双方から告知を行い、マーチャンダ

イズ（MD）企画として好評を博しました。また、スペースシャワーTV

最大の音楽イベント「SWEET LOVE SHOWER 2015」でもブー

スを設置して、来場者への

ZIPPOデザインの募集やミ

サンガ制 作などのワーク

ショップを展開し、ダイレクト

なプロモーションを実施しま

した。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

湯峡の響き 優彩

●展開商品：宿泊　●広告会社：JTB商事

旅チャンネル

旅館業

J:COMコミュニティチャンネルで放送中、旅館での過ごし方、大

人の旅をご提案する旅番組『大人旅スタイル』をJ:COMと共同

セールス。旅チャンネルが番組制作協力を行い、旅行好きの視聴

者が多い旅チャンネルでも放送しました。また、静止画のみで構成

をする60秒インフォマーシャル「一宿旅だより」も制作・放送。

旅チャンネルのホームページで、アンケート付きのプレゼントキャ

ンペーンを行うことで、CM認知、またCM視聴後の行動について

フィードバック。さらに旅チャンネルがおすすめする厳選宿予約サイト

「旅宿セレクション」にも60秒CMを

掲載しています。

また、「一宿旅だより」は二次利用

可能な素材としてデータでお客様に

お渡しして、お宿のモニターで放映す

るなど、多角的な展開を実施しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他
●展開商品：ポカリスエット　●広告会社：電通
●協力：宇宙航空研究開発機構（JAXA）、ドリル、朝日学生新聞社

ナショナル ジオグラフィック チャンネル

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

大　製薬がポカリスエットと子ども

たちの夢を書いたプレートを月に届ける

「ルナ ドリームカプセル プロジェクト」

の一環として、ナショジオの宇宙関連

番組を教材として活用した「ナショジ

オ授業 宇宙と未来」を全国17都市

の小学校で実施。山崎直子宇宙飛

行士やJAXA職員の方が講師として

登場し、ナショジオの番組を見ながら

宇宙や月について解説。イベント後

半には、大　製薬がポカリスエットと

ルナ・プロジェクトを紹介しました。

参加した子供たちには宇宙に届ける「将来の夢」を書いてもらい、

オンエアでは『ナショジオ 宇宙アワー』の番組提供ほか、イベントの

模様を伝えるミニ番組『ナショジオNEWS』を90秒×1タイプ、180

秒×1タイプ制作＆オンエアしました。

医療・食品

イオンモール/米久

●展開商品：イオンモール/御殿場高原あらびきポーク
●広告会社：電通

日本映画専門チャンネル

不動産業/食肉・加工品

ももいろクローバーZが出演す

る本格青春映画「幕が上がる」

応援企画として、チャンネルオリジ

ナル番組「ももいろ演出論」や青

春映画など公開記念特集を編成、

また、ももいろクローバーZが出演

するステーションIDを13パターン

制作・放送しました。

「幕が上がる」とタイアップキャ

ンペーンを実施したイオンモールと

米久のCMを放送し、スポンサー

商品、映画作品、チャンネルそれ

ぞれの魅力を喚起した企画とな

りました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他
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制作 …番組制作

クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

提供 …番組提供

キャン展 …キャンペーン展開

インフォ …CM（インフォマーシャル）制作

二次 …映像二次利用

イベント …イベント展開

その他 …その他広告事例

ケベック・メープル
製品生産者協会

●展開商品：カナダ産メープル製品

FOX

食　品

ケベック・メープル製品生産

者協会は、カナダ産メープルシ

ロップに運動能力を高める栄養

素が含まれていることから、その

一環として「FOX Beauty ラン

ニング」に協賛実施。イベント内

でのブース展開、全参加者への

商品サンプリングを行いました。

イベントに合わせて、30秒の

インフォマーシャルと『 F O X 

Beauty』90秒×1タイプをイベ

ント事後レポートとして制作し、オ

ンエアしました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

FCAジャパン

●展開商品：アルファ ロメオ
●広告会社：シバンズ　●協力：映像産業振興機構（VIPO）

ムービープラス

自動車

「I WANT ALFA ROMEO, I LOVE CINEMA」というプロジェ

クトを立ち上げ、歴代のアルファ ロメオが登場する名作映画を振り

返りながら、8名の若手監督がアルファ ロメオのプレイスメントされ

た完全オリジナルショートムー

ビーを制作。順次同社ブランド

サイトで公開した後、8作品の

中からグランプリを決定するア

ワードイベントを開催しました。イ

ベントゲストにブランドアンバサ

ダーである女優の長澤まさみさ

んが登場し、トークショーも実施。

一連の流れをムービープラスで

番組化しオンエアした後、同社

サイトでも二次利用しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

ゲラン

●展開商品：アベイユ ロイヤル マイクロ アクティブ セロム
●広告会社：グループエム・ジャパン

ムービープラス

化粧品・香水

ゲランのエイジングケア美容液「アベイユ ロイヤル マイクロ ア

クティブ セロム」の新発売を記念して、“女性の美的好奇心をくすぐ

る”複合展開を実施しました。

ムービープラスでの女性向け映画

特集編成への冠提供、及びゲランが

フランスのブランドであることにちなみ、

南フランスが舞台の新作映画「マジッ

ク・イン・ムーンライト」（ウディ・アレン監

督、コリン・ファース/エマ・ストーン主

演）女性限定試写会への特別協賛を

いただきました。試写会は、そごう横浜

店「シーガルシアター」の一環として開

催。ホワイエでのトライアルから、そごう

店内のゲランカウンターへの誘導を図

るなど、百貨店との連動展開も好評を

博しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

東京テアトル

●展開商品：映画「西遊記 ～はじまりのはじまり～」

FOXムービー プレミアム

映画配給

映画チャンネルFOXムー

ビー プレミアムにて、新作映

画「西遊記 ～はじまりのはじ

まり～」公開に合わせ、「少林

サッカー」「カンフーハッスル」

のチャウ・シンチー監督の独占

インタビューを行い、『西遊記 

～はじまりのはじまり～とんで

もね～!公開記念特番』を制

作してオンエア。映画好き視

聴者へ本作品の魅力と舞台

裏秘話を存分に紹介し、公開

前プロモーションとして展開し

ました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

広告会社の声 広告会社が抱いているCS/BSペイテレビ広告の魅力や
今後の展望などを紹介します。

ペイテレビが優良メディアであることの説得力を高める

今と次世代の狭間で

約3年間の海外赴任からCS/BSペイテレ
ビ業界にこの程戻ってまいりましたが、3年前
と比べ、ペイテレビ市場が拡大していないこと
に危機感を持ちました。一方で成長著しい動
画配信サービス、そして4K/8Kといった次世
代放送サービスへの参入を進めている事業者
もあり、新たな可能性を感じました。そして、さら
なる成長に向けて大切になるのが、CS/BS
ペイテレビのデータ強化ではないかと考えてい
ます。

言うまでもありませんが、CS/BSペイテレビ
はテーマに沿った専門性を有し、視聴者属性
がはっきりとしたターゲットメディアです。そして
ペイテレビである性格上、視聴者は契約してい
るチャンネルに高いロイヤリティを持ち、積極的
な視聴態度で向き合います。アドバタイザーに
とって、この視聴者のチャンネルに対する高い
ロイヤリティは大きな魅力と成り得ます。今日で
はアドバタイザーが自社のキャンペーンでその
商材のターゲットが獲得できるチャンネルを使

ペイテレビは、こだわりの番組を制作・編成し
ているのが特長です。また、視聴者もこのこだ
わりの番組を能動的に接触しています。つまり、
ペイテレビは、優良なターゲティングメディアで
あるということができます。広告主にとっては、と
ても使い勝手の良いメディアだと思います。し
かし、今のペイテレビは、数百万世帯以上もの
優良顧客を持つターゲティングメディアである
ことの説得力に欠けているようにみえます。説
得力を増すために、機械式ペイテレビ接触率

い、コミュニケーションを図ることはごくごく当た
り前になりました。

一方で4K/８K、スマートテレビと言った、次
世代放送サービスが始まろうとしています。つ
いこの前、地デジ化が完了したと思っていたら、
2020年に向かってさらに新しいうねりが押し
寄せてきます。技術革新は人間の進化を待っ
てくれません。そして我々は戸惑いながらも、そ
のうねりを享受して行くのでしょう。来たるべき
次世代放送はどのように変革して行くのか、そ

調査データの整備を
進め、広告主に役立
つメディアであること
を立証する仕組みを
作ることが大切です。

ペイテレビ広告のさらなる拡大、新BtoC領
域への挑戦に向けて、私たちからもたくさんの
提案を行い、皆さんと一緒に取り組んでいきた
いと思います。

してCS/BSペイテレ
ビはどのように向き
合って行くのか、さら
に我々はそこにどの
ような新しいビジネスチャンスを見つけて商材
化して行くのか。戸惑いつつもワクワクした気
持ちを感じながら、私もそのうねりに身を投じて
行きたいと思います。

杉本 将氏

菅野 理介氏

中長期的な視点でのデータ整備で、価値を更に向上

現在、各媒体毎に、基礎的な情報や広告
効果指標等の業界統一データの整備が進ん
でいます。これは、媒体社毎に異なる調査の対
象者抽出方法・仕様で取得していた情報を、 
統一条件下で取得した情報にして管理するこ
とで、客観的で信頼性の高い「正しい」データ
の提供を狙ったものです。機械式ペイテレビ接
触率調査データも、そのひとつです。

一方、情報取得デバイス・方法の多様化や、
商品の購買行動促進のための緻密なクロスメ

ディア戦略構築等への需要に対応するため
に、媒体接触・意識から商品購買履歴までの
行動を網羅する、情報のシングルソース化へ
の試みも進んでいます。

各媒体毎の業界統一指標データの整備は、
大変、重要なことですが、その情報は、主に各
媒体の中でのビークルや広告フォーマットの相
対比較等のために有効なデータであり、媒体
の垣根を超えたデータ整備の大きな潮流の中
では、更なる開発の余地がある情報であると考

えています。
業界統一指標デー

タの整備を最終目的
にするのではなく、中
長期的な視点で、その一歩先の次世代型コ
ミュニケーション戦略の基盤となるべきシング
ルソース・データや他媒体との統合されたデー
タの整備に移行していくことを見据えて、皆様
と共に、ペイテレビのデータ整備を推進してい
きたいと思います。

佐藤 万葉氏

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/

株式会社電通 ラジオテレビ局 ペイテレビ事業部長

株式会社アサツーディ・ケイ 衛星テレビ局局長

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ データドリブンメディアマーケティングセンター メディア・コンテンツマーケティング部
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データに見るCS/BSペイテレビの特徴
CS/BSペイテレビ（以下ペイテレビ）は常時約61万世帯に視聴されています。

リーチベースでは、1週間で約970万世帯の富裕層に届くメディアなのです。
視聴者はペイテレビを見るとき、CM時でもチャンネルを変えない傾向にあり、優良な広告媒体です。

ペイテレビ加入者は、年収が高く生活にゆとりがある

テレビをたくさん見て楽しんでいるテレビ大好きな人！ ペイテレビを集中して見て、ＣＭもチャンネルを変えずに見ています

ペイテレビ加入者は広告をきちんと見て、ネットなどでさらに情報を収集。実際の購入に繋がっている！

ペイテレビ
非契約

ペイテレビ
視聴可能

平均世帯年収 ■ ペイテレビ視聴可能
■ ペイテレビ非契約

400

637

751

500 600 700 800（万円）

ペイテレビ
非契約

ペイテレビ
視聴可能

世帯の金融資産額

0

992

1,250

500 1,000 1,500（万円）

今の生活を
楽しむために

お金を使う方だ

30

59.6

63.1

50 70（％）

100万円以上高い 250万円以上高い

（機械式ペイテレビ接触率 個人付帯調査データ  2015年6月）

1日あたりの平均テレビ視聴時間（分）

100

ペイテレビ
非契約

ペイテレビ
視聴可能

150 200 250（分）

TVで
電子番組ガイド
をよく利用

何となくTVの
スイッチを
入れてしまう

自分が占有して
見られる
TVがある

■ ペイテレビ視聴可能　■ ペイテレビ非契約

■ ペイテレビ
■ 民放地上波放送

●テレビに関する意識 ●テレビの見方（ACR/ex2014 ※2）

53.4
41.3

66.9
57.4

46.9
37.4

今のTVは
自分にとって
楽しめる

87.3
82.2

（MVP2014 ※1）

202.7

245.9

0 10 20 30（％）0 20 40 60 80 100（％）

ＣＭになると
チャンネルを

変える
ことが多い

集中して
見ている
ことが多い

12.6
10.9

4.3
24.6

視聴態度がよく、
ＣＭになっても

チャンネルを変えない
テレビ視聴
時間が長い

■ ペイテレビ視聴可能　■ ペイテレビ非契約

広告についての意識

0

興味のある商品の
広告は見る

広告は
よく見るほう

広告を見て
関連サイトを確認する

77.7
72.7

62.5
58.6

53.1
49.5

20 40 60 80 100（％）

■ ペイテレビ視聴可能　■ ペイテレビ非契約

テレビCMを見て行った行動

0

（PC・タブレット）
ネットで調べた

実際に
購入（利用）した

実店舗に
見に行った

20 40 60（％）

広告を見て
関連サイトを確認する

事前に調べてから
買いに行く

家族や友人と
TVCMを話題にする

■ ペイテレビ視聴可能　■ ペイテレビ非契約

● ＴＶＣＭを話題にしており、広告から情報検索する人が多い!

0 80（％）

（PC・タブレット）
ネットで調べた

実際に
購入（利用）した

実店舗に
見に行った

■ ペイテレビ視聴可能　■ ペイテレビ非契約

● 実際に店舗へ足を運び、購入（利用）している！

020 2040 4060 60 80（％）

特に女性35－49才のペイテレビ加入者は…
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33.6
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27.4

56.0
29.7

44.3
25.0
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20.8

32.9
27.7
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34.4
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30.4

全国の縮図として、
機械式ペイテレビ接触率調査を
実施

１週間のリーチ 90.00%
平均接触率 5.65%
（5-29時） 　（2015年6月調査）

毎週約970万世帯にリーチしているメディアであり、
24時間、平均すると常時約61万世帯が

見ていることになります。

つまり、約20％の世帯で
視聴可能

1,076万世帯

ペイテレビ世帯加入率

（ＣＡＢ-Ｊ調べ，WOWOWの契約は除く）

ペイテレビ普及率

全国の世帯の

約20％

視聴量シェア

＊機械式ペイテレビ接触率調査2015年6月度調査※ＷＯＷＯＷを除いたペイテレビ加入
　世帯数を基に推計

ペイテレビの広告費

¥

¥ ¥テレビ全体の
3.6% の視聴量
（20%×17.9%）× =

地上波の広告費に
換算すると…

実際は…

＊CAB-J調べ広告費2014

＊2014年（平成26年）
日本の広告費（電通調べ）を元に

CAB-J集計

210億円

1兆9,564億円

(ポテンシャル）

600億円以上
の可能性

テレビの広告費 ペイテレビの広告市場

ペイテレビ
計

17.9%

地上波
計

76.9%

衛星・
無料放送
計

5.3%

実際は…
210億円

1兆9,564億円 600億円以上
の可能性

接触率はペイテレビ加入世帯の中のパーセンテージであり、他の媒体の数値と単純に比較することはできません。そこで、接触率（％）より実視聴世帯数の推計値
を算出し、全国メディアであるペイテレビの媒体力を示してみました。また、同じテレビを使った地上波や無料BSを含む全テレビ放送の中でのペイテレビの視聴シェ
アより、ペイテレビ全体の広告価値を金額換算してみました。

全国のペイテレビ視聴可能世帯数は？

ペイテレビ広告市場のポテンシャルは？

ペイテレビの視聴者属性の特徴は？ ※1 Multichannel Viewers ProfileReport（ビデオリサーチのテレビ関連調査） ※2 ACR/ex（ビデオリサーチの生活者を全体的に捉えるデータベース）

（MVP2014 ※1）

（ACR/ex2014 ※2）

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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■ ペイテレビ契約世帯　平均年収：751万円　　■ 個人全体　平均年収：662万円
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ペイテレビは収入の多い世帯に
支持されています

『機械式ペイテレビ接触率調査』によると、下図のように、ペイテレビの接触率は2007年の調査開始以降、右肩上がりで推移しています。
つまり、ペイテレビをみている人は、増加傾向にあります。

ペイテレビの接触率、到達率は上昇傾向にあります。
地上波、無料BS放送を含めた3波のテレビメディア全体の中に占めるペイテレビ視聴のシェアは高く、一日の中でまんべんなく視聴されています。

世帯年収別にペイテレビの加入状況を見ると、下図のようになります。
世帯年収が高いほど加入率も高まり、800万円以上の世帯から、その普及率は25％を超えています。ペイテレビは収入の高い方によく視聴されています。

●調査内容	 ：	 調査対象の世帯及び世帯内個人の専門チャンネル視聴状況
●調査地域	 ：	 関東（東京３０ｋｍ圏）、関西（２府３県主要地域）
●調査週	 ：	 偶数月の第１日曜日の次の月曜日より連続する２週間（年間12週）
●調査対象世帯	 ：	 直接受信及びＣＡＴＶ経由により専門チャンネル視聴可能な世帯
●調査対象者	 ：	 調査対象世帯、及び４才以上の世帯内個人
	 	 ※但し、付帯調査は１３才以上の世帯内個人を対象とする
●設計標本数	 ：	 関東、関西地区　計６００世帯
●標本抽出法	 ：	 調査地域において、訪問・協力依頼方式により母集団調査を実施
	 	 母集団調査で得られた情報に基づき地区、
	 	 受信経路等を割付し調査対象世帯を抽出
	 	 ※2007年10月～2010年2月は、
	 	 ＲＤＤ（Random	Digit	Dialing）法により調査対象世帯を抽出
●標本管理	 ：	 標本ローテーション入替を実施
	 			（初期サンプルを除き、協力依頼期間は最長２年間）

●調査方法	 ：	 音声マッチングによる機械式調査
	 	 押しボタンによって個人接触を測定
●調査対象テレビ	：	 専門チャンネル視聴可能なテレビ受像機、最大３台まで
●集計対象	 ：	【全局計】…測定対象の全局計
	 	 【地上波計】…測定対象の地上波局計
	 	 【衛星・無料放送計】…測定対象の公共放送・無料放送のＢＳ局計
	 	 ※2007年10月～2013年2月調査では、有料放送も含んだ
	 	 【BS計】として集計
	 	 〈専門チャンネル〉
	 	 【ペイテレビ計】…測定対象の有料専門チャンネル約６０ｃｈ計
	 	 ※2007年10月～2013年2月調査では、
	 	 【CS専門チャンネル計】としてCS専門チャンネルの合計を算出
	 	 【ジャンル別計】…ＣＡＢ－Ｊに加盟しているチャンネルのジャンル別計
	 	 【ペイテレビ個別チャンネル】…調査参加の各チャンネル
●最小データ単位	 ：	 毎５分データ

〈機械式ペイテレビ接触率調査データ〉 2007年10月～2015年8月　6-24時世帯平均接触率

〈機械式ペイテレビ接触率調査データ〉 2015年2月～6月平均　毎60分平均到達率に基づく　接触判定条件：５分

〈機械式ペイテレビ接触率調査データ〉 2015年2月～6月平均　毎60分平均到達率よりシェア算出　接触判定条件：５分

〈ビデオリサーチ・ACR/ex2014年調査データ〉 全国7地区ウエイト平均（エリア内推定人口）

機械式ペイテレビ接触率調査
CS/BSペイテレビ（以下ペイテレビ）はどのような人たちが視聴し、接触状況はどうなっているのでしょうか。

ここでは、ペイテレビ視聴世帯の傾向や接触状況を、世帯別年収による区分や
地上波・無料BS放送と比較しながら解説します。

ペイテレビチャンネル年間平均接触率推移

世帯年収別ペイテレビ加入率

機械式ペイテレビ接触率調査　調査概要

プラットホーム別世帯到達率（週平均）の時間帯推移

全局世帯到達率におけるペイテレビの到達シェア

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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【分 析 事 例 ①  ドキュメンタリー 】
名車再生！ クラシックカー・ディーラーズ

（ディスカバリーチャンネル）

【分 析 事 例 ②  テニス中継 】
ＡＴＰテニス ワールドツアー （GAORA SPORTS）

マイクとエドがアメリカ、ヨーロッパなどから目的のクラシックカーを見つけ出し、修復して販売します。息を吹き返したクラ
シックカーは、はたして利益をもたらすことができるのか。ビフォー＆アフターのわかりやすくシンプルな番組構成と、メカニッ
クであるエドの丁寧な解説で、開局以来チャンネル最大のヒットシリーズになりました。

錦織圭の活躍で注目を集める男子プロテニスツアー。GAORAでは、上位選手だけが出場できるマス
ターズ1000大会を中心に年間22大会以上約300試合のボリュームで放送しています。シーズンを
締めくくるのは、ランク上位8選手によって争われるビッグイベント「バークレイズ・ATPワールドツアー	
ファイナルズ」。錦織選手は14年シーズン初めて出場を果たし、準決勝まで勝ち上がりました。
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0.20%

番組平均接触率〈19－25時〉

2013年 2014年 2015年

0.00%

4.00%

8.00%

12.00%

16.00%

番組累積到達率

2013年 2014年 2015年

※19:00～25:00の間に放送された「名車再生！」を対象に集計

8月-12月

0.20

2月-6月

0.39

8月-12月

0.43

2月-6月

0.53

8月-12月

9.90

2月-6月

10.67

8月-12月

12.30

2月-6月

12.29 19-25時の夜の時間帯の
平均接触率、累計到達率共に

年々上昇している！

● 経営・管理職や専門職・自由業の含有率が高く、
　 家や車を買いたいと思っている人が多い。

経営・管理職のシェア

「名車再生！」視聴者

12.5%
（個人全体 +5.8pt.）

スポーツタイプ乗用車・・・・・・・・・ 10.1% （+6.6 pt.）
輸入車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8.7% （+3.6 pt.）
オートバイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20.3% （+14.6 pt.）
一戸建て住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14.5% （+6.8 pt.）

乗用車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42.0% （+20.4 pt.）
住宅・マンションなどの不動産・・ 17.4% （+6.1 pt.）

欲求商品・サービス

関心商品広告

専門職・自由業のシェア

「名車再生！」視聴者

7.5%
（個人全体 +4.2pt.）

※プロファイルデータは、付帯調査協力世帯に絞り込んで集計

〈決勝〉Ｒ．ナダルvsＮ．アルマグロ[初]　4/28

〈準決勝〉Ｍ．ラオニッチvsＲ．ナダル[初]　4/27

1 2 3 4 5 6 7（%）0

〈準々決勝〉Ｍ．チリッチｖｓ錦織圭【生】　4/25

〈２回戦〉Ｒ．バウティスタ アグート　　　　
ｖｓ錦織圭【DELAY】　4/22

1 2 3 4 5 6 7（%）0

〈準決勝〉錦織圭ｖｓＥ．グルビス【生】　4/26

〈決勝〉Ｓ．ヒラルドｖｓ錦織圭【生】　4/27

〈準々決勝〉錦織圭ｖｓ　　　 　　　　
Ｒ．バウティスタ アグート【生】　4/24

〈２回戦〉錦織圭ｖｓＴ．ガバシュビリ　他【生】　4/21

1 2 3 4 5 6 7（%）0

〈準決勝〉錦織圭ｖｓＭ．クリザン【生】　4/25

〈決勝〉錦織圭ｖｓP.アンドゥハル【生】　4/26

■ 前時点までのリーチ　■ リーチの伸び

2013年度
（錦織圭：世界ランク１５位）

2014年度
（錦織圭：世界ランク１７位）

2015年度
（錦織圭：世界ランク５位）

勝ち進むにしたがって、
新規視聴世帯を獲得。

勝ち進むにしたがって、
新規視聴世帯を獲得。

（2014年ペイテレビ契約世帯数）    （到達率：世帯全体） 22：30 22：40 22：50 23：00 23：10 23：20 23：30 23：40 23：50 24：00 24：10 24：20 24：30 24：40
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50万錦織選手が日本人初出場を果たした
「ツアー ファイナルズ」
ＧＡＯＲＡ ＳＰＯＲＴＳで
視聴した世帯は、全国推計すると…

934,440世帯
ラウンド・ロビン2
錦織圭×R.フェデラー
2014/11/11（火）

＝10,777,850   ×   8.67％

視聴世帯数の推移 このとき、全国で

432,192世帯が
視聴！

0 200（万人）

男20代 男30代 男60代以上 女20代 女30代男40代 女40代 女50代 女60代以上

2014年4月度

2015年8月度 12 10 9 5 24 24 48 5 9 15 25 24

2655 8 6

Child Teen 男50代

50 100 150

11 19 8 14

3

※各年4月末時点の契約世帯数を母数にCAB-Jの推奨する計算式に基づいて算出

42
錦織選手、

USオープン準優勝から1年。
2015年8月の

ATPツアー2大会を
約210万人が視聴！

ディスカバリーチャンネル
視聴可能世帯数

6,885,736世帯
（2015年7月現在）

「名車再生！」シリーズ
推定視聴世帯数

727,822世帯× ＝
＜世帯＞「名車再生！」シリーズ
視聴可能母数到達率

10.57%
約73万世帯が

４週間の間に
「名車再生！」シリーズを視聴

ディスカバリーチャンネル
視聴可能世帯数

6,885,736世帯
（2015年7月現在）

×
ディスカバリーチャンネル

視聴可能世帯
推定平均家族人数

3.15人

ディスカバリーチャンネル
視聴可能世帯

「20才以上男性」含有率

38.02%× ×

＝
20才以上大人の男性の
「名車再生！」推定視聴者数

788,372人

＜20才以上男性＞
「名車再生！」シリーズ
視聴可能母数到達率

9.56%

大人の男性 約79万人が４週間の間に
「名車再生！」シリーズを視聴

番組分析事例
CS/BSペイテレビ（以下ペイテレビ）は、ひとつのジャンルに特化した専門性の高い編成が特徴です。

ここでは、ドキュメンタリー専門チャンネルの自動車番組と
スポーツ専門チャンネルでのATPテニス中継の視聴状況や視聴者属性を分析しました。

©	2015	Discovery	Communications,	LLC.

番組平均接触率＆累積到達率 ※視聴可能母数，2013年8月～2015年6月調査,TG：世帯全体

※機械式ペイテレビ接触率調査データ,判定条件：各番組5分以上視聴 ※機械式ペイテレビ接触率調査データ,判定条件：各番組5分以上視聴

※機械式ペイテレビ接触率調査週外のオプションデータを利用

ランクアップとともにリーチもランクアップ！  ─リーチの伸びを確認─ ※全体母数，2013年/2014年/2015年 4月度調査,TG：世帯全体

どれだけたくさんの世帯に届いた？ ※全体母数，集計期間：2014年11月9日～14日【非調査週データ】,TG：世帯全体

「名車再生！」シリーズ視聴者のプロフィール ※2015年4-6月調査,期間内に「名車再生！」シリーズの番組を5分以上視聴

番組視聴世帯＆個人数推計 ※2015年4-6月,期間中に放送された全ての番組（計100番組）

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/

番組視聴　世帯数

〈ＡＴＰテニスワールドツアー５００:バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル〉

〈バークレイズ・ATP ワールドツアー ファイナルズ〉

テニス視聴者の性・年齢構成〈推計到達者数〉

番組視聴　個人数

Photo:GettyImagesPhoto:GettyImages

テニスファンは増えたのか？ ※「ATPテニスワールドツアー」を5分以上視聴
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CS/BSペイテレビは、映画、アニメ、ドラマ、音楽、スポーツなどのジャンルに特化した専門性を有しています。そのため各チャンネルが、はっきりとした視
聴者属性を持つという『メディア特性』があります。つまり、広告を届けたいターゲットに絞り込んだ、歩留まりの良い訴求が可能なメディアです。ここで
は、機械式ペイテレビ接触率調査データをもとに、代表的なターゲットのプロファイルを紹介します。

ターゲットメディアである特徴を活かした広告展開が可能です

子育て世帯プロファイル

エグゼクティブ世帯プロファイル

シニア世帯プロファイル

子ども中心の生活で、ゲームや映画鑑賞，スポーツを楽しんでおり、関心があるのはレジャー施設や学習塾です。
母親は子どもとアニメを見たり自分の好きなドラマを見たりとペイテレビを楽しんでいます。

平均年収1,000万円を超える富裕層。高級時計や輸入車に欲求があり目指すはワンランク上の生活！
アクティブなお父さんは、スポーツ、映画、ドラマなど多様なジャンルをペイテレビで楽しんでいます。

ペイテレビ加入シニアはアクティブで、健康維持に時間とお金を使い、資産運用にも関心があります。
ペイテレビでスポーツ、総合エンターテインメント、ドラマなど幅広いジャンルを楽しんでいます。

機械式ペイテレビ接触率調査より
※集計期間：2015年6月8日（月）～21日（日）　※家族の意識は個人付帯調査データ（対象：13才以上）を世帯集計
※プロファイルデータは、付帯調査協力世帯に絞り込んで集計　ペイテレビ視聴可能世帯全体よりもスコアが大きいものから抽出して表示
※家族の意識「＊」は個人付帯調査データ（対象：13才以上）を世帯集計

※小学生がいる世帯を対象に集計（122世帯）
※よく見るジャンル：小学生あり世帯の女性20～54才（個人）の

ペイテレビ視聴分数シェア

※経営・管理職がいる世帯を対象に集計（124世帯）
※よく見るジャンル：経営管理職（個人）の

ペイテレビ視聴分数シェア

※60歳以上がいる世帯を対象に集計（225世帯）
※よく見るジャンル：男女60才以上（個人）の

ペイテレビ視聴分数シェア

視聴者プロファイル  世 帯 タ イ プ 別 特 徴

総合エンターテインメント
アニメ
ドラマ
映	画
音	楽

よく見るペイテレビのジャンル

スポーツ
総合エンターテイメント
映	画
ドラマ
ドキュメンタリー

よく見るペイテレビのジャンル

スポーツ
総合エンターテインメント
ドラマ
映	画
ニュース

よく見るペイテレビのジャンル

家庭用テレビゲーム
映画鑑賞（アニメ）
スポーツ
（水泳、スキー、サッカー、野球など）
釣	り

家族の趣味・レジャー＊

高級腕時計
輸入車
高級バッグ・靴
4Kテレビ
海外旅行

家族の求める商品・サービス＊ 

乗用車
レジャー施設（遊園地など）
映画・演劇などの案内
住宅・マンションなどの不動産

家族が関心のある広告＊

1086.2万円

平均世帯年収

システムキッチン
補聴器
株式（ミニ株含む）
投資信託

欲しい商品

レジャー施設
学習塾
コーヒー飲料，清涼飲料
菓	子
乗用車

家族が関心のある広告＊

健康食品
ハミガキ・ハブラシ
特定保健用食品
介護サービス・介護用品

関心のある広告

セダン型乗用車
株式（ミニ株含む）
育毛・増毛・かつら
マンション

家族の求める商品・サービス＊

ハミガキ・ハブラシ
健康食品
台所用電化製品
銀行・証券

家族が関心のある広告＊

広告出稿調査

2014年度CS/BSペイテレビに広告出稿した業種は、多い順に「食品」「趣味スポーツ」「化粧品・トイレタリー」でした。アドバタイザーがCMキャンペーンで利用さ
れるCS/BSペイテレビのチャンネル数は、年々増加しており、「食品」の平均7.7チャンネルをはじめ、「流通・小売業」「化粧品・トイレタリー」は平均6チャンネル以
上と、複数のチャンネルに出稿する傾向が見られます。対前年比で最も広告出稿を増やした業種は「交通・レジャー」で、音楽チャンネルのジャンルでは3位でした。
（他の広告出稿業種で注目されたのは、スポーツやアニメのチャンネルで「趣味・スポーツ用品」が2位、ニュースチャンネル部門では「金融・保険」が3位でした）。

ジャンル別 2014年度出稿調査業種構成比
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ニュース

映　画

音　楽

ドキュメンタリー

ドラマ

総合エンターテイメント

スポーツ

アニメ

趣味･娯楽・教育・教養

※調査期間：四半期ごとに出稿のあるアドバタイザーを各チャンネルにアンケート実施。　※調査期間：2014年4月～2015年3月（1年間）
※業種分類は（株）電通「日本の広告費」参照　※CAB-J調べ

CAB-JのHPアドレス

会員各社のチャンネル情報や担当連絡先、広告事例、業界TOPICS、
各チャンネルの視聴可能世帯数等のデータを閲覧できます。

http://www.cab-j.org/

ペイテレビ広告のことが知りたい時は CAB-J 検 索

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック2015」は、
CAB-Jホームページ内での閲覧とダウンロードが可能です。是非ご活用ください。

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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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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チャンネル紹介
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/

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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チャンネル紹介

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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チャンネル紹介

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


