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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2015年度広告総売上は、2015年4月に施行され

た食品表示法により、導入期の健康食品系広告が停滞した影響な

どにより、残念ながら前年比98.7%の207.8億円となりました。2年連

続で前年度を下回る結果となってしまいましたが、新年度に入って

以降、会員各社は今年度こそは売上を回復させるべく、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、今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。視聴契約件数が伸び悩みを見せる中、デバイスの多様化によ

る動画視聴環境の急速な変化、映画やテレビ番組だけではなく多

様なスポーツコンテンツをも含む様々な動画配信サービスの立ち上

げなど、テレビを取り巻く環境は厳しさを増しており、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、ジャンルに特化した専門性の高い番組を制作・編成し、視

聴者属性が明確なターゲットメディアであるCS/BSペイテレビは、プラ

イベートメディアとしての側面も強いことから、例えばテレビとモバイル

との連携やリニア放送と動画配信の組み合わせ、あるいは放送だ

けではなくイベントの展開などありとあらゆる工夫を凝らした広告企画

を通じて売り上げを拡大させる機会が到来したともいえます。我々は、

今まさに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こ

とが求められているのだと考えております。

この様な環境下、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、わかり易くかつ実効性の高い情報としてアドバタイザーの皆様に

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、我々CAB-J

に対しまして、一層のご支援とご鞭撻を賜わります様よろしくお願い

申し上げます。

C O N T E N T S

CS/BSペイテレビの基礎解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 04

CS/BSペイテレビの普及状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 06

広告出稿調査
ジャンル別 2015年度出稿調査業種構成比 ・・・・・・・・・ 07

CAB-J ホームページ案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 07

アドバタイザー・インタビュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 08

08　株式会社オークローンマーケティング

09　長島観光開発株式会社

広告事例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

データに見るCS/BSペイテレビの特徴 ・・・・・・・・・・・・・・ 19 

CS/BSペイテレビの視聴者属性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

機械式ペイテレビ接触率調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

視聴者プロファイル 世帯別 ＆ 分析事例 ・・・・・・・・・・・・・ 22

4つの世帯ターゲット

分析事例：アニメ「おかしなガムボール」

視聴者プロファイル 個人別 ＆ 分析事例 ・・・・・・・・・・・・・ 24

14の個人ターゲット

分析事例：ゴルフ中継

一般社団法人衛星放送協会
第6回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード ・・・・・・・・ 26

チャンネル紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

モバイルやイベントとの連動、斬新な企画力で新しい価値 を創造
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CAB-Jには、バラエティ豊かな67の専門チャンネルが参加しています。

2016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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視聴方法は3つ＝DTH（直接受信）、ケーブルテレビ、IPTV

CS/BSペイテレビとは、その名称通り「料金
を支払って視聴する、CSおよびBSテレビ放送
の総称」です。CSはCommunication Satellite

（通信衛星）、BSはBroadcasting Satellite
（放送衛星）の略で、現在CS３機（JCSAT）、
BS１機（BSAT）の計4機の衛星を使って、合計
240チャンネル程度が放送されています。

いうまでもなく、地上波（地デジ）や無料の民
放系B S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）。2011年に開始されたBSでの有料放送

（約20チャンネル）は、その大半がCSデジタル
放送事業者による専門チャンネルのため、それら
を含めて「CS/BSペイテレビ」と総称されるよう
になりました。
「衛星テレビ広告協議会（以下CAB-J）」は、

これらCS/BSペイテレビ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放送のチャンネルのみで構成されていました
が、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67チャンネルで構成さ
れています。

CS/BSペイテレビはスカパー！（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25.9％に当たる1,346万世帯

（2016年6月末現在）に普及しています（P6参
照）。有料放送で専門性の高いチャンネルが多
いことから、各チャンネルの視聴者ターゲットが
明確で、富裕層に支持され、能動的な視聴者が
多いのが特長です。

CS/BS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。

CSペイテレビは、1989年にCSを利用して
ケーブルテレビ向けに専門チャンネルを配信し
たのが、その始まりです。その後、1992年にCS
アナログ放送が開始、1996年からはMPEG2
方式で日本初のCSデジタル放送「パーフェク
TV！」（スカパー！の前身）が始まりました。当初は
SD（標準画質）でしたが、2008年からはHD

（高精細度）による「スカパー！HD」がスタート。
2012年10月からは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、その空いた
帯域で、同年6月から、HDの約4倍高画質であ
る4K（*1）の試験放送「Channel 4K」（放送主
体：次世代放送推進フォーラム（NexTV-F））が
始まりました。この試験放送を経て、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「スカパー！４K総合」「スカパー！
4K映画」が開局しました。そして2016年5月に
は、さらにもう１チャンネル「スカパー！4K体験」が
開局、10月には同チャンネルで4K HDR（*2）
放送も始まります。

そのほか、ケーブルテレビでは2015年12月1
日に「ケーブル4K」が開局し、各ケーブル局が
制作した4K番組が１チャンネルに編成されて全
国のケーブル局で配信されています。また、

◆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。

なお、4Kチャンネルは、この「スカパー！プレミア
ムサービス」で放送されています。

（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

IPTVの「ひかりTV」は2014年10月から4Kコ
ンテンツのVODサービスを開始、2015年11月
からは4K HDRコンテンツのVODサービスと
4K-IP放送を開始しています。

このような4K（BSでは4K・８K）への取り組み
は、2014年に総務省が発表した「4K・8Kロード
マップ」（図1参照）に基づくもので、CS/BSペイ
テレビは、2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けて注目が集まる超高画質放送の牽引
役としても大いに期待されています。

超高画質が国策として進められる一方、
「Hulu」「Amazon Prime Video」「Netflix」と
いった米国発の大手OTTサービス事業者が日
本でのサービスを相次いで開始したり、NHKの

「NHKオンデマンド」や民放5局による「TVer」
などネットでの番組配信サービスが始まり、PCや
スマホ、タブレット等で「見たい番組を見たい時
に楽しめる」オンデマンドサービスが、2015年頃
から本格的に普及しはじめています。

CS/BSペイテレビは、本稿の「視聴方法」で
解説している通り、DTH（スカパー！）、ケーブル
テレビ、IPTVと3つのプラットフォームのいずれ
かに加入し、テレビで視聴します。ですが、これら
オンデマンド＆マルチデバイス視聴へのニーズ

が高まるなか、CS/BSペイテレビは、この新たな
取り組みに5年ほど前から着手しています。

スカパー！は2011年から「スカパー！オンデマン
ド」を開始し、スカパー！加入者であれば、CS/
BSペイテレビが番組単位で、PCやスマホ、タブ

レット等マルチデバ
イス視聴できるよう
になっています。さら
に、2016年からは
IPリニア配信が開
始され、チャンネル

単位でもマルチデバイス視聴が可能になってい
ます（*3）。開始当初は10数チャンネル、今年秋
には50チャンネル程度がIPリニア配信されてい
ます。また、ジュピターテレコム（J:COM）をはじめ
としたケーブルテレビ局や、ひかりTVでもVOD＆

マルチデバイスサービスをすでに開始しています。
CSによる専門チャンネル配信開始から27年、

CSデジタル放送開始から20年を迎えた2016
年。この間、たえまない技術革新と市場ニーズ
に対応し、CS/BSペイテレビは、デジタル化、
VOD、4K、IPリニア配信と、他の放送メディア
の一歩先を行くメディアのポジションを担ってきま
した。これからも、より美しく・より楽しいメディアと
してさらなる展開が期待されています。

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」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）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。

東経110度 東経124度 東経128度

ケーブルテレビ（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○△

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

ケーブルテレビ

・2020年東京オリ
ンピック・パラリンピ
ックの数多くの競
技が4K・8Kで放送
されている

・パブリックビューイ
ングが全国各地で
行われている

・多くの視聴者が市
販のテレビで4K・
8Kを楽しんでいる

<目指す姿>

IPTV等

地デジ

衛

　星

124/128度CS

110度CS（左旋）

BS（右旋）

BS（左旋）

4K試験放送
4K VODトライアル 8Kに向けた実験的取り組み

8Kに向けた実験的取り組み

4K試験放送
4K VOD実用サービス

現状の2K（HD）放送

4K実用放送

4K試験放送

4K・8K試験放送

4K試験放送

4K実用放送

4K実用放送

4K実用放送

4K・8K実用放送

4K実用放送

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

CS/BSペイテレビの基礎解説

CS/BSペイテレビは、一つ先行くメディアです
CSアナログ放送からデジタル放送へ
SDからHD、そして4K、HDRへ

オンデマンド、IPリニア配信で
マルチデバイス視聴へ

CS/BSペイテレビとは？ どんな視聴方法があり、これからどんな展開が予想されているのでしょうか。
ここでは、CS/BSペイテレビについて基礎解説します。

（*1）4KはHD（2K）の4倍、8KはHDの16倍の解像度があり、UHD
（Ultra High Definition/超高精細）と称されている。表1参照
（*2）HDR＝High Dynamic Rangeの略で、映像の持つ色の輝度幅
（ダイナミックレンジ）を拡大する技術

■ 表1：2K（HD）・４K・8Kとは

■ 図１：4K・８Kのロードマップ

解像度

2K（HD） 約200万画素 （1,920×1,080＝2,073,600）

4K 約800万画素 （3,840×2,160＝8,294,400） HDの4倍

8K 約3,300万画素 （7,680×4,320＝33,177,600） HDの16倍

（総務省発表「4K・8K推進のためのロードマップ〜第二次中間報告/2015年7月」より作成）

（*3）IP配信の権利処理されたコンテンツを配信
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CS/BSペイテレビの普及状況

※都道府県別世帯数は、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 2,424,073 462,704 19.1%
青　森 513,311 105,303 20.5%
岩　手 483,971 95,519 19.7%
宮　城 901,254 196,205 21.8%
秋　田 390,335 88,895 22.8%
山　形 388,670 70,737 18.2%
福　島 720,587 118,324 16.4%
茨　城 1,088,848 220,431 20.2%
栃　木 745,045 159,173 21.4%
群　馬 755,297 108,775 14.4%
埼　玉 2,842,662 747,912 26.3%
東　京 6,403,219 1,754,971 27.4%
千　葉 2,515,220 744,962 29.6%
神奈川 3,843,424 1,125,812 29.3%
山　梨 327,642 46,763 14.3%
新　潟 838,922 173,840 20.7%

長　野 794,362 278,062 35.0%
静　岡 1,398,550 354,104 25.3%
愛　知 2,933,464 717,255 24.5%
三　重 703,704 261,033 37.1%
岐　阜 736,555 145,655 19.8%
富　山 383,323 170,668 44.5%
石　川 440,995 109,683 24.9%
福　井 275,424 199,962 72.6%
滋　賀 517,236 83,658 16.2%
和歌山 393,750 77,314 19.6%
京　都 1,122,634 197,139 17.6%
大　阪 3,832,319 1,402,582 36.6%
兵　庫 2,254,880 461,992 20.5%
奈　良 523,280 133,150 25.4%
鳥　取 211,832 91,793 43.3%
島　根 262,108 73,505 28.0%

岡　山 754,067 226,289 30.0%
広　島 1,184,606 282,859 23.9%
山　口 597,195 149,768 25.1%
徳　島 302,144 82,484 27.3%
香　川 390,334 93,775 24.0%
愛　媛 590,782 160,541 27.2%
高　知 321,671 79,226 24.6%
福　岡 2,110,880 485,922 23.0%
佐　賀 294,854 61,109 20.7%
長　崎 558,439 171,072 30.6%
熊　本 688,106 141,758 20.6%
大　分 481,957 164,396 34.1%
宮　崎 460,277 194,979 42.4%
鹿児島 729,330 109,334 15.0%
沖　縄 519,975 82,333 15.8%
合　計 51,951,513 13,463,727 25.9%
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CS/BS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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2009年4月から
有料契約のみ集計

2015年1月から
WOWOW加入者も集計

■東北 674,983世帯（19.9%）

■北海道 462,704世帯（19.1%）

■東海 1,478,047世帯（25.6%）

■近畿 2,355,836世帯（27.3%）■四国

416,027世帯（25.9%）

■甲信越 498,665世帯（25.4%）

■北陸 480,313世帯（43.7%）

■中国 824,213世帯（27.4%）

■九州･沖縄 1,410,903世帯（24.1%）

●DTH（スカパー!）加入数→3,388,954世帯 スカパーJSAT発表
●ケーブルテレビ加入数→6,279,200世帯 CAB-J調べ
●IPTV他加入数→942,488世帯 （一社）衛星放送協会調べ
●WOWOW加入数→2,853,085世帯 WOWOW発表

合計 13,463,727世帯

総加入 1,346万世帯
普及率25.9%（2016年6月末現在）

■関東 4,862,036世帯（26.7%）

2015年度にCS/BSペイテレビに広告出稿した業種は、アドバタイザー数の多い順に「食品」「化粧品・トイレタリー」「趣味・スポーツ用品」「交通・レ
ジャー」「流通・小売業」でした。また、全体における割合を前年度に比べ伸ばした業種は、増加率順に「化粧品・トイレタリー」「食品」「情報・通信」となり
ました。1アドバタイザーが出稿するチャンネル数は年々増加しており、2015年度は平均4.4チャンネルとなりました。最もアドバタイザー数の多かった「食
品」ジャンルにおいては、1アドバタイザー当たり平均8.1チャンネルと、多くのチャンネルに出稿する傾向が見られます。
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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名を各チャンネルにアンケート実施。　※調査期間：2015年4月～2016年3月（1年間）
※業種分類は㈱電通「日本の広告費」参照　※CAB-J調べ

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

広告出稿調査CS/BSペイテレビの普及状況 ジャンル別 2015年度出稿調査業種構成比

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。

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2016」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。
また、より詳細なデータも閲覧できます。是非ご活用ください。
CAB-Jメルマガも発行中です。メルマガのお申込みはCAB-J事務局まで。

CAB-JのHPアドレス http://www.cab-j.org/
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GAORA SPORTSで放送中の「DRAGON GATE 無限大
～infinity～」。
スピーディな試合展開と華やかな演出で女性から熱い支持を集
め、いま、もっとも注目を集めているプロレス団体の一つです。

今回は、超満員の後楽園ホールからお伝えする生中継の試
合間を利用して、オークローンマーケティングが販売するフィット
ネスマシン「ワンダーコア2」のPR企画を実施しました。

現役プロレスラーがリング上にあがり商品を実演しながら、選
手の特徴を活かした演出でユーモラスに商品情報を伝えました。
放送では、後楽園ホールからの実演PRとCMを直結させ、高い
購買率の獲得を目指しました。さらに、会場内に「ワンダーコア2」
の体験ブースを設置して、実際に体験できる機会も提供しました。

ナショナル ジオグラフィックにて171カ国で放送された
番組『世界初！恐竜大解剖』に登場したティラノサウルス
の標本（全長13m）を、2016年3月19日～5月8日にナガ
シマスパーランドで開催された「世界初！ティラノサウルス
大解剖・恐竜大発見展」において企画展示。また兵庫県
丹波市と兵庫県立 人と自然の博物館の協力のもと、小
学生以下の子どもを対象とした化石の発掘体験も開催し
ました。オンエアではイベント期間中、「恐竜アワー」を特別
編成。イベント告知CMも制作し、ナショナル ジオグラフィッ
クだけでなく、他メディアにも展開しました。

株式会社オークローンマーケティング
業種：通販　展開商品：フィットネスマシン「ワンダーコア2」
広告会社名：株式会社インターワールド　展開キーワード：生パブリシティ

長島観光開発株式会社
業種：レジャー施設　広告会社名：ONE and ONLY PARTNERS株式会社
展開キーワード：番組提供、CM制作、イベント、レポート番組制作

GAORA SPORTS ナショナル ジオグラフィック

プロレス生中継で選手が商品を紹介
特長とメッセージを臨場感とともに伝える

番組で使用した恐竜標本を世界初展示
CM等の放送で集客に成功

「ワンダーコア2」の特長や主な購買層を教
えてください。
瀬崎：「ワンダーコア2」は、身体を倒すだけで

腹筋を鍛えられるフィットネスマシン「ワンダーコ

ア」シリーズの最新モデルです。これまでのシ

リーズ商品のコンセプトである“倒れるだけで腹

筋”機能はもちろん、ローイングバンドを新たに

搭載し、上半身運動や有酸素運動も行えるよう

になりました。

購買層は男性が中心で、約7割を占めていま

す。年代に関しては「ワンダーコア」が50代の購

入者が多いのに対して、「ワンダーコア2」は30

代～40代が中心となっており、本格的なトレー

ニング環境を求める男性や若者に受け入れら

れています。

GAORA SPORTSでプロモーションを実
施されましたが、その狙いを教えてください。
瀬崎：“倒れるだけで腹筋”だけではなく、「ワン

ダーコア2」のコンセプトである「本格的なトレーニ

ングができる」という部分と、メインターゲットが30

代～40代男性であることから、親和性のある野

球などのスポーツに興味のある方へのアプロー

チが必要だと考えていました。なかでもプロレス

のような格闘技に興味をお持ちの方は、身体を

鍛えることにも関心をお持ちだと感じていた点や、

「もっと気軽にフィットネスできる文化を定着させ

る」という弊社のビジョンと今回の企画の意図が

近かったこともあり、GAORA SPORTSでのプ

ナショナル ジオグラフィック（以下ナショジ
オ）の協力でイベントを開催されたとのことで
すが、その概要を教えてください。
木村：2016年3月19日～5月8日の期間、弊社の

運営するアミューズメントパーク「ナガシマスパー

ランド」で、「世界初！ティラノサウルス大解剖・恐

竜大発見展」を開催しました。

メイン展示のティラノサウルスの標本は、ナ

ショジオの番組『世界初！恐竜大解剖』で使用

されたものです。この標本は全長13mの等身

大で、特殊メイク界最高峰のジェズ・ギブソン・

ハリス氏と古生物学者たちによって復元されま

した。そのリアルさは、とてもクオリティが高いも

のでした。今回ナショジオのご協力により、これ

を世界で初めて展示させていただきました。

他にも全長12mのティラノサウルスの全身骨

格レプリカの展示や、小さなお子さまにも楽しん

でいただけるように動くティラノサウルスも展示

し、大人からお子さままで幅広い年齢層のお客

さまにご満足いただけるイベントとなりました。

もちろんフォトスポットやグッズも充実していま

したし、期間限定ではありましたが、兵庫県立

人と自然の博物館の協力のもと、化石発掘体

験も実施させていただきました。

ナショジオでプロモーションも実施されたと
のことですが、その内容を教えてください。
木村：「恐竜アワー supported by ナガシマス

パーランド」と題した特別編成で、『世界初！恐

竜大解剖』をはじめとするさまざまな恐竜番組

を放送していただきました。番組はお子さまにも

楽しんでいただけるよう、イベント期間中の毎週

日曜日に放送していただき、より恐竜への関心

を高めていただきました。また、その中でCMを

流すことで、イベント誘致へとつなげていただき

ました。

イベントのCM制作にもご協力いただき、ナ

ショジオの持つ迫力のある映像を使用させて

いただけたので、アカデミックかつユーモアのあ

ロモーションを実施しました。

また、弊社ではオムニチャネル戦略

を強化しており、インフォマーシャルや

テレビCM、今回のようなプロモーショ

ン企画、新聞広告、店頭などのあらゆ

る購買チャネルで商品を購入できる

体制づくりをしています。そういった

意味でも今回の企画は、有効な機会

になると考えました。

プロモーションの具体的な内容を教えてくだ
さい。
瀬崎：2016年7月7日にGAORA SPORTSで

生中継されたプロレス団 体「 D R A G O N 

GATE」の興業内で「ワンダーコア2」のプロ

モーション企画を実施しました。試合の合間に

「ワンダーコア2」を選手の方々にリング上で紹

介していただくとともに、観客の皆さまにも商品

を体験いただけるブースを設置しました。

商品紹介では選手の皆さんに「ワンダーコア

2」を使った腹筋運動やローイングバンドでの上

半身運動など、いろいろな動きをしていただきま

るCMを制作することができました。

一番良かったと思うのは、番組で

使用した等身大のティラノサウルスや

臓器に至るまでの標本をイベントで

使用させていただけたことです。

プロモーションの狙いは、どのよう
なところにあったのでしょうか。
木村：全国の皆さまにナガシマスパー

ランドと今回のイベントを広く認識して

いただくことを第一に考えていました。ナショジ

オでの番組提供や、恐竜関係の番組にCMを

流すことで、幅広い地域の恐竜好きのお客さま

にアプローチできると感じていました。

実際にプロモーションを実施されての評価
や感想をお聞かせください。
木村：放送していただいたCM本数も多く、弊

社にとっては大変良いプロモーションになった

と考えています。何より今回のイベントが大成功

をおさめましたので、プロモーションの効果は狙

い通りに得られたと思います。

した。プロレスの持つエンターテイメント性を活か

しつつ、「ワンダーコア2」のコンセプトをしっかり

伝えられたと思います。

実施されたプロモーションに対する評価や
感想はいかがですか。
瀬崎：今回の企画は非常に盛り上がりました。

「ワンダーコア2」を使ったゲームを行なったとこ

ろ会場から笑いが起きましたし、選手のトークも

非常に上手で、観客との一体感がある企画と

なりました。「ワンダーコア2」を体験される方も多

く、大成功でした。

プロモーションを実施してみて感じたCS/
BSペイテレビの魅力がありましたら、教えて
ください。
瀬崎：地上波テレビとは異なり、視聴者の趣味・

嗜好がチャンネルごとにはっきりと出ているので、

そこが魅力だと感じました。スポーツとフィットネス

マシンは非常に親和性が高いので、「ワンダー

コア2」以外の商品でもスポーツと組み合わせ

て面白い企画ができればと思っています。

CS/BSペイテレビに対して感じた魅力や、
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ください。
木村：今回はナショジオと一緒にイベントを実施

させていただきましたが、クオリティが非常に高

く、これからもアカデミックなイベントを実施しなが

ら、一緒にプロモーションをお願いすることも多

くなると思っています。

SJ Marketing本部 ウエルネスDiv. リーダー 瀬崎 将平 様 企画宣伝課 課長代理 木村 幸生 様

株式会社オークローンマーケティング 長島観光開発株式会社

話題を呼んだ「世界初！ティラノサウルス大解剖・恐竜大発見展」

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

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。

7月7日 東京・後楽園ホールでの実演の模様
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HEROZ

囲碁・将棋チャンネル

ゲーム

賞金総額200万円を争う将棋大会「第

１期将棋ウォーズ棋神戦」を、HEROZ主

催、囲碁将棋チャンネル協賛で新規開

催、総勢3,862人が参加しました。一連

の模様を特別番組として制作、放送しま

した。 将棋大会では盤駒を使用しますが、本大会はスマホやタブレッ

トにてダウンロードした将棋ゲームアプリ「将棋ウォーズ」上で対戦。

オンラインで絞り込まれ全国から集まった強豪128名は八重洲の特

設会場にて、決勝トーナメント進出をかけ、熾烈な戦いを繰り広げまし

た。決勝トーナメントでは鈴木大介八段、竹俣紅女流初段のプロ棋士

が解説し、バーチャルスタジオ収録でゲームらしい空間を演出。出演棋

士2名のアバターをアプリでプレゼントするなど、連動感も醸成しました。

共同で発表したリリースでは、Yahoo！TOPニュースにも掲載され

注目度は高く、番組はチャンネル月間視聴率ランキング第１位を記録。

二次利用として、クライアント様公式YouTubeでもUPされています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他
SMBC日興証券

●展開商品：SMBC日興証券企業ブランド訴求
●広告会社：博報堂DYメディアパートナーズ

GAORA SPORTS／FOXスポーツ＆エンターテイメント

証券会社

【GAORA】プロ野球クライマッ

クスシリーズ冠提供企画。1試合

を通して、スポンサードの認知向

上を図るため、番組冒頭に会場

周辺VTRを放送し、その中でバ

ナー広告を紹介したのをはじめ、提供表示＆CM、中継画面右上に

大会ロゴ掲出、対戦CGと共にロゴの掲出、ランニングスコアと大会

ロゴの併用露出、リプレイ時ワイプにロゴ掲出と多彩に展開しました。

【FOXスポーツ＆エンターテイメント】2015年度パシフィック・

リーグ クライマックスシリーズ冠スポンサーのSMBC日興証券（株）

が、FOXスポーツ＆エンターテイメントが放送するパ・リーグ クライマッ

クスシリーズ 2015 ファイナル ステージのホークス戦の冠スポン

サー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

モイスト

●展開商品：クラチャイダムBLACK MAX

映画・チャンネルNECO

栄養機能食品

アルギニンがマカの4倍ある男

性向け栄養機能食品「クラチャ

イダムBLACK MAX」の魅力を

伝えるために、女性向け通販とは

違うアプローチで何ができるか

…？ クライアント様と共に検討を

重ねて、オリジナリティのある映像

を目指しました。局が制作するメ

リットとして、常に考査基準を意識

した提案を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

各社

アニマックス

ゲーム、ゲーム周辺機器・サービス

「テレビ番組で唯一の、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月に本番組『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、現在ではコンソール系、アプリ系、オンライン

系、それにゲーム周辺サービスと多岐に渡っています。

2016年7月に番組が5年目に突入、今後は、番組HP（Web）の

企画＆機能拡充とYouTube動画企画のラインナップを増やし、そ

こに番組公式Twitterも連動させながら、＜TV番組＋WEB＋SNS

＋YouTube動画＞のコラボレーションを充実させることで、ゲーム

各社のプロモーションに有効なソリューションを提供できるよう、商

品価値を高めていきます。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

講談社

●展開商品：新刊ほか

AXNミステリー

出版社

東京・護国寺にそびえる講談社旧社屋、

そこに誰も知らない秘密の書架がある。暗

い廊下の突き当たりを右に左に曲がり着

く扉の先、そこが私、リブラリアンの書架、

選ばれた本だけが並ぶ誰も知らない秘密

の書架である…。というイントロダクション

で始まるオリジナル制作番組『講談社 リ

ブラリアンの書架』、毎月何千と刊行され

る書籍の中から選りすぐりの数冊しか新た

に加わることが無いこの由緒ある秘密の

書架に、今月に加わる書籍は…？？ 毎月

の新刊を中心に作家・編集担当者のイン

タビューを交えて“書籍”“作品”、そして“読

書”の魅力に迫る番組を制作して放送して

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

日本コープ共済
生活協同組合連合会

海外アニメ！カートゥーン ネットワーク

共　済

CO･OP共済は、「明日のくらし、さ

さえあう」をキャッチフレーズに、くらし

の中で困ったことが起きたときに、み

んなでささえあい、たすけあうことを目

的とした保障商品です。メイン視聴者

が小学生以下の子供と親、かつ随

伴視聴の比率が高いカートゥーン 

ネットワークで、ターゲットが合致する

お子さま向け保障商品のプロモー

ションを展開しました。

プロモーションにあたっては、訴求

力を高めるため局IDメッセージとのタ

イアップを企画。プロモーションイメージと展開時期（1月）を考慮し、

メッセージテーマを「風邪予防キャンペーン」に設定。テーマに沿っ

て、カートゥーン オリジナル番組のアニメーション映像を編集制作し、

「うがい手洗い風邪予防」のメッセージを付加しました。

局IDメッセージの後に、CO･OP共済の提供クレジットとCMを組

み合わせて放送、カートゥーン キャラクター映像によるメッセージと

関連性の高いCMを組み合わせることで、注目度・認知度を格段に

アップさせました。

●展開商品：お子さまの保障

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

キリン・ディアジオ

●展開商品：「World Class Global Final 2015」取材

海外ドラマチャンネル AXN

洋酒販売

キリン・ディアジオ社が毎年世

界規模で開催するバーテンダー・

コンペティション「World Class」。

昨年2015年に7回目を迎えた南

アフリカ・ケープタウン大会では

世界54カ国、約20,000名もの

参加者が世界一を目指す、大き

な大会へと成長しました。「バーテ

ンダーとしての全てが問われる」

この大会、日本代表の金子道人

氏のチャンレジを始めとし、世界

各国代表のパフォーマンスを映像にすべく、大会に同行＆取材を行

いました。

南アフリカ大会を撮影し、キリン・ディアジオの各地域でのセミ

ナーや社内資料、AXNの情報番組でも放送するため、30分・10

分・3分などクライアントの希望と使用用途を踏まえ制作しました。

JAL機内プログラムでも放送しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

エプソン販売

アクトオンTV◆大人の趣味とライフスタイル

情報関連機器販売

大型テレビで映画やスポーツ中継など

を楽しんでいる専門チャンネルの視聴者

に向けたホームプロジェクターの認知向

上および販売促進施策で出稿いただき

ました。

制作物は、アクトオンTVで放映する28

分の番組と映画専門チャンネルなどで放

映する30秒のCMの2タイプ。番組は再

編集し、エプソン販売のオフィシャルサイト

で二次活用。専門チャンネルでの放映と

あわせてクロスメディア展開し、潜在層と

顕在層の両者

にアプローチす

るコンテンツと

して活用しています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

●展開商品：ホームプロジェクター ドリーミオ
●広告会社：博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ

●展開商品：将棋ウォーズ

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

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

●展開商品：各種ゲーム、ゲーム周辺サービス
●広告会社：電通 他　●協力会社：KADOKAWA 他



広告事例12 広告事例 13

各社

●展開商品：玩具・ゲーム・エンタメ情報・各種キャンペーン

キッズステーション

玩具・ゲーム・エンタメ・サービス

「ホビッチョ！」は2分間の子供向け情報ミニ番組、毎日朝夕２回

放送する他、制作した映像をWebや店頭にて1年間の二次利用

が可能な定番企画で、玩

具・ゲーム・エンタメ産業を

中心に多くのクライアント

にご好評いただいています。

2015年度は、クロスプ

ロモーションを強化し、シネ

アドと連動した展開を提供、

さらなる訴求の向上を実現

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

TBCグループ

女性チャンネル♪ LaLa TV

エステティックサロン

TBCグループ株式会社様より発売

されている、オールインワンクリーム

ジェル「TBC To’us エステティック

ジェル」のインフォマーシャルをLaLa 

TVが制作、オリジナルの情報バラエ

ティ番組『LaLaLuxe』内でご紹介。

純広素材がない通販商材を、局主導

でカスタマイズ制作＆オンエアするこ

とにより、商品の効力を深く訴求する

ことができました。また、購買ターゲット

層を多く

抱える女性専門チャンネルでの展開で、

効率よくワンストップでのコミュニケー

ションを図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

大鵬薬品工業

佐藤製薬

●展開商品：チオビタ 他
●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

●展開商品：サロメチール
●広告会社：博報堂DYメディアパートナーズ

歌謡ポップスチャンネル

ゴルフネットワーク

製　薬

製　薬

2015年4月～9月レギュラー

番組「演歌男子。2」において1

社冠提供を実施。番組内での

プロダクトプレイスメントやイン

フォマーシャル制作・放送、商品

の視聴者プレゼントを実施しま

した。1社提供のメリットを生か

し、チオビタ等の主力商品だけ

でなく、CM制作していない商品

をインフォマで訴求するなど、商

品ターゲットである中高年視聴

者層へのダイレクトなメッセージを伝えることに成功。また、夏のイベ

ント「演歌男子。フェスティバル」においても冠協賛を実施し、来場

者へのサンプリングなど商品訴求を実現しました。「演歌男子。とい

えば大鵬薬品」というイメージは、ファン層、業界関係者に浸透する

に至っています。

契約選手「横峯さくらプロ」が

出場しているアメリカL P G Aツ

アー中継に関連し、下記①～④

に渡る多方面での展開を行いま

した。

①中継番組の提供（米国ザ・

ゴルフチャンネルとの協業）、②

番宣映像の横峯プロ版を制作・

放送（現地中継スタッフにて収

録）、③クライアントWeb・横峯プ

ロ公式ブログでの中継放送告知

掲載 ④小売店・量販店店頭

POPでの放送告知（予定）

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

いいよねっと

●展開商品：ForeAthleteシリーズ/EdgeJシリーズ/vivoシリーズ

J SPORTS

GPS機器メーカー「ガーミン」正規代理店

J SPORTSの番組がPC、スマホ、タブレット

でいつでもどこでも視聴可能な「J SPORTSオ

ンデマンド」と、サイクルコンピューターの世界の

トップブランド「ガーミン」の正規代理店である

「いいよねっと」とのコラボレーションが実現。

ガーミンの製品を購入し、ユーザー登録を

すると、対象者全員にJ SPORTSオンデマン

ド視聴2週間分をプレゼントするキャンペーンを展開しました。

ツール・ド・フランスのほか、サイクルロードレースを国内最大級のボ

リュームで放送しているJ SPORTSと、サイクルコンピューターのトッ

プブランドを扱ういいよねっとが共同でキャンペーンを展開することに

より、日本のサイクルロードレースファンへの話題喚起はもとより、J 

SPORTSオンデマンドにとっては加入者増に、いいよねっとにとって

は販売促進に、双方にとってメリットを創出できる企画となりました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

トヨタ車体/日野自動車/
本田技研工業

J SPORTS

輸送機器

世界一過酷なラリーレイド「ダカール・

ラリー」へ挑む日本メーカー3社と全ス

テージを放送するJ SPORTSがタッグ

を組み、“ダカール・ラリー T E A M 

JAPANプロジェクト”を実施。3メーカー

とJ SPORTSのロゴが入ったプレスカー

を特別に制作し現地を取材。日本チー

ムの奮闘模様を連日お届けしました。

また羽田空港に「ダカールカフェ」を

期間限定で開設し、モータースポーツファン以外にもラリーの魅力と

日本チームのチャレンジ姿勢を伝えるタッチポイントを創出。大会終

了後にはラリーに出場したドライバーや関係者を同カフェへ招いて番

組の公開収録も実施するなど好評を得ました。

レースを軸に各メーカーとファンをさまざまなタッチポイントで繋ぐと

いう役割を、J SPORTSが行いました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

大東建託

●展開商品：国内女子ツアー「大東建託 いい部屋ネットレディス」
●広告会社：東急エージェンシー

ゴルフネットワーク

土地活用・賃貸経営

プロゴルファー2名がマッチプレー対戦する新番組『ゴルフ真剣勝

負 the MATCH』のアセットを活用し、クライアントが主催する国内女

子トーナメント「大東建託 いい部屋ネットレディス」の盛り上げ施策を

行いました。「前年のディフェンディングチャンピオンと大会ホステスプ

ロが本番のコースで真剣勝負！」といった対戦テーマを軸に、クライア

ントWebでの二次利用を想定したコーナー展開、クライアント提供の

賞金・賞品セッティング、収

録見学に一般視聴者を募

集しイベント性を持たせるな

ど、多方面からの話題喚起

と大会の知名度向上・来場

誘致を行いました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他
大鵬薬品工業

●展開商品：ソルマック5
●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

女性チャンネル♪ LaLa TV

製　薬

女性もひとりでお酒を楽しむ時代、

女性層に向けて新ソルマックの認知・

浸透を目的に展開しました。磯山さや

かが“至福の一杯”を求めて全国を巡る

女子一人旅番組『磯山さやかの“至福

の一杯 女子旅”』を制作・放送。初め

て訪れる場所、街並みを満喫しながら、

たまたま見つけた雰囲気のあるお店に

ふらっと入る。気ままに行動できるのが

一人旅の良さ。地元ならではの珍しい

お酒や料理を堪能し尽くす…呑兵衛

女性の至福のひとときを一人称のナ

レーションで情感豊かに表現しながら、お酒好き視聴者の共感を誘

います。飲食の前には「ソルマック5」を飲むシーンを自然な形で露

出。商品特長でもある“飲む前に、飲む”を訴求、女性層に向けてソ

ルマックの認知・浸透を図っています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

●展開商品：TBC「TBC To’us エステティックジェル」
●広告会社：インセル

●展開商品：ダカール・ラリー参戦 日本チーム紹介

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

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
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ファーストウェルネス

●展開商品：セブ島語学留学
●広告会社：グリナス　●協力：Dolphin&net

スーパー！ドラマTV

英会話留学事業

これまでWeb中心に広告出稿していたファーストウェルネス社に

対し、CM素材の制作とスーパー！ドラマTVへの出稿を提案し、採

用・実施いただきました。同社は、フィリピン・セブ島へ語学留学をメイ

ンとした英会話留学事業を展開しており、海外ドラマ専門チャンネ

ル視聴者と同社商品（サービ

ス）の親和性から出稿に至りま

した。CM素材はWebの動画

広告としても使用し、クロスメ

ディアで展開。また留学説明

会のPVとしての二次利用も

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

いなば食品/
いなばペットフード

●展開商品：CIAOちゅ～る（キャットフード）
●広告会社：読売広告社/博報堂DYメディアパートナーズ

スーパー！ドラマTV

食　品

チャンネルでは海外ドラマ『GRIMM/グリム』の新シーズン放送

開始前に、これまでのストーリーを振り返るダイジェスト番組

『GRIMM/グリム完全攻略SP』を制作・放送しました。その番組内

に広告商品を紹介するパブリシティ枠を設け、「いなば食品/いなば

ペットフード」社に協賛いた

だきました。広告商品として、

全国販売しており、かつ昨

今の猫ブームから「キャット

フード・CIAOちゅ～る」を選

定。本商品の特徴「今まで

にない液状タイプで、ペット

とコミニュケーションがより

深められる」を訴求すると

共に、視聴者プレゼントも

実施。当選者数10名に対

し、1,000件を超えるたくさ

んの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

キョーリン製薬ホールディングス/
牛乳石鹸共進社/オリエンタルバイオ

スカイA
製薬/化粧石鹸/健康食品

日本人が世界で勝てる競技、テレビ

番組として見応えと面白さが伝わる競技

として、スポーツクライミングに注目し、

2013年12月、ワールドカップの放送を

スタートしました。その後、国内のクライミ

ングジム数、実施人口が急増。市場が

成長する中、それに伴う選手層の裾野

拡大、価値創造を目的にスポーツクライミング国内大会の充実を図る

ため、博報堂DYメディアパートナーズと協力し国内大会のイベントの

成立、テレビ番組化に着手しました。大会イベント協賛スポンサー・放

送スポンサーの共同開拓を行い、2016年1月「キョーリン製薬グルー

プ presents ボルダリングジャパンカップ」として放送しました。イベント

＋放送による広告リーチの拡大を主眼として、CS、BSスカパー！、

AbemaTV（ネット配信）で4時間30分の同時生中継を行いました。

各社スポンサーのCM露出はCSで行い、BS放送、ネット配信では、

イベント会場に掲出された協賛スポンサー名等のプレイスメント展開

によるPR効果を最大限に活かした企画としました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

ソシア

●展開商品：グローリンサンクロス、オーラクリスター等
●広告会社：ディーダイレクションズ
●協力：ファインドスター

スーパー！ドラマTV 他CS約35局

コスメ、ヘアケア、オーラルケア

コスメ、ヘアケア、オーラルケアなどの通信販売を手がけるソシア

は、CSチャンネル約35局に通販CMを実施しました。

その中で、例えばスーパー！ドラマTVにて14分枠広告で、グロー

リンサンクロス（白髪染めヘ

アクリーム）のCMを放送しま

したところ（2016年実績）、

30～40件レスポンス獲得で

きた事例もあります。ソシア

社からもCS局でのCM放送

はレスポンスが良いと好評い

ただいています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他
タカラトミー

スターチャンネル

玩具製造販売

タカラトミーの2015年秋の主

力商品「サンダーバード ARE 

GO」シリーズ新発売の時期に、

スターチャンネルにて1966年

制作された『サンダーバード』

（旧作）を全話放送。その番組

放送時間帯に、「サンダーバー

ド ARE GO」新作玩具の主力

商品、「サンダーバード DX サン

ダーバード2号＆サンダーバード

4号」の最新CMを展開しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

●展開商品：「サンダーバード ARE GO」シリーズ

ガシー・レンカー・ジャパン/
オークローンマーケティング

スーパー！ドラマTV／ヒストリーチャンネルTM

通　販

スーパー！ドラマTV初のオ

リジナル 広 告 連 動 番 組

『FUTA ♡ MATA　～旅

も、恋も、どっちも楽しみた

い！～』は、旅を通して、最旬

トレンドやカルチャーを伝え

るハイセンスなライフスタイ

ル番組です。各社の商品情

報を番組内で自然な形で盛

り込み発信することで、製品

やサービスについての商品

理解・拡大に貢献しました。公式サイト、Twitterから応募可能なプ

レゼントキャンペーンも放送と連動して実施し、商品認知率や話題

性も高め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

●展開商品：wen、スレンダートーン
●広告会社：電通、インターワールド

ジャパングレイス（ピースボート）

旅チャンネル

旅行業

地球一周の船旅を行なっているピースボー

ト。ピースボートの魅力をＰＲする60分のク

ルーズ番組と120秒のインフォマーシャルを

制作・放送いたしました。高額な商品にも関わらず、船旅の魅力を紹

介する番組とお申込み先のインフォマーシャルを組み合わせることに

より、より大きな反響を得ることができました。また番組に関しても二

次利用として、説明会への参加者や乗

船者の方にDVDとして配布し、客船を

ご紹介するプロモーションビデオとして

もご活用いただいております。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

トヨタマーケティング
ジャパン

●広告会社：デルフィス

スーパー！ドラマTV

自動車製造販売

スーパー！ドラマTVで放

送中の『ブラックリスト』シ

リーズ、『メンタリスト』シリー

ズ、『クリミナル・マインド』シ

リーズ等の提供を、長年継

続していただいています。

その時々のトヨタ車の最

新のCMを、番組の前後に

て展開しています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

『GRIMM/グリム シーズン4』金曜22:00ほか放送
Ⓒ2014 Open 4 Business Productions LLC. 
All rights reserved. 

●展開商品：企業広告/COW Beauty Soap/ラフィーネ・アルファ
●広告会社：博報堂DYメディアパートナーズ
●協力：日本山岳協会/シンカ

●展開商品：ピースボート（世界一周クルーズ）
●広告会社：朝日広告社/博報堂DYメディアパートナーズ

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

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
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NBCユニバーサル・
エンターテイメントジャパン

ムービープラス

音楽・映像ソフト会社

「ジュラシック・ワールド」の舞台

「イスラ・ヌラブル島」に無人島「猿

島」を見立て、作品の世界観に沿っ

たストーリー内に用意されたさまざま

なミッションをクリアしながら、脱出を

目指すリアル脱出ゲーム。6人1チー

ムを組み、1人1人に役割を設定す

ることで、さながらロールプレイング

ゲームのように「ジュラシック・ワール

ド」のストーリーを体感できるイベント

を開催しました。

髙島屋

●展開商品：髙島屋と美の世界～髙島屋史料館と与謝野晶子～
●協力：東北新社プロモーション制作事業部

ヒストリーチャンネルTM  日本・世界の歴史＆エンタメ

百貨店

本番組は、世界最大の歴史＆エ

ンターテインメント専門であるヒスト

リーチャンネル™日本・世界の歴史＆

エンタメが、「髙島屋史料館開館45

周年」を記念しタイアップした企業

史と文化的要素を絡めて制作したオ

リジナル番組。数多くの美術家や文

化人とともに長年にわたって「美の

世界」を発信し続ける髙島屋の歴

史に、専門チャンネルならではの切

り口から迫っています。番組では髙

島屋が多くのアーティストと交流しな

がら、百貨店として常に時代を映すアートを発信してきた取り組みを

紹介しています。髙島屋史料館での上映、髙島屋店内での上映、

株主総会における上映、社内教育として髙島屋の歴史を知るため

のコンテンツとしても活用しています。

レコチョク

スペースシャワーTV

情報・通信業

アーティストとリスナーをつなぐ新しい

音楽の無料ネットサービス「Eggs」の魅

力を訴求する施策として、オンエアとオン

ラインの連動企画を展開しました。10～

20代を中心に1,000万人以上の若者

から支持を集めているライブ配信サービス「ツイキャス」で活躍中の

ギタ女（ギターの弾き語り女性アーティスト）にフォーカスする3分番

組を制作、毎週放送。番組素材はスペースシャワー公式YouTube

でも配信されました。また、出演したギタ女が「Eggs」にエントリーして

「ツイキャス」のライブ配信でも紹介するなど、複数チャネルで展開

することでサービス内容の認知拡大を図りました。

アステラス製薬

●展開商品：グリーンリボンキャンペーン
●広告会社：原宿サン・アド　●協力：日本臓器移植ネットワーク

スペースシャワーTV

製　薬

移植医療についての啓発と臓器移植への意思表示を促すキャ

ンペーンである「グリーンリボン」の一環として、全招待制のライブイ

ベント「Green Ribbon HEART BEAT LIVE 2015 with 

SPACE SHOWER TV」を開催して後日放送しました。

事前の募集告知では出演アーティストのコメントをキャンペーンサ

イトで展開し、音楽ファンに向け

てSNSでの拡散を促しました。

当日はライブパフォーマンスの合

間に体験者の朗読コンテンツを

上映するなど、来場者に対して

移植医療の啓発を図りました。

事後には特別番組のほか、ダイ

ジェスト動画を活用してネット上

でもキャンペーン訴求しました。

カプコン

●展開商品：モンスターハンター　●直取引

スペースシャワーTV

ゲーム

大人気シリーズのゲーム「モンスターハンター」のファンはもちろ

んのこと、未体験者へもその魅力を伝えるための冠番組を制作・放

送。実際にモンスターハンターが好きなアーティストが12組出演し

て、番組内でその技を競ってゲームの面白さをリアルに伝えました。

また、番組で収録した動画

を放送に先駆けてカプコン

の公式サイトで配信。SNS

を通じてゲームファンや

アーティストのファンを中

心に拡散して話題になりま

した。

●展開商品：プログラミングコンテスト「DDPC2016」
●協力：マイルスコミュニケーションズ

ディスカバリーチャンネル

製造業の中で好業績を上げてい

る、株式会社ディスコ。

企業認知を高め、優秀なエンジニ

アをより多く確保するため、ディスカバ

リーチャンネルと一緒にプログラミング

コンテストを実施しました。ディスコ本

社を会場とし、講演や社内ツアーも取

り入れることで、コンテストだけではな

く企業そのものに興味を持ってもらえ

るようなイベントとなりました。

コンテストにはWeb予選にて500

名が参加、予選を通過した100名に

よって本戦が行われました。全国から

優秀な学生を集客でき、実際に採用

応募にもつながっています。

ディスコ様からは、優秀な学生に会

社を知ってもらうきっかけとなり、 企業

認知を高められるよいイベントになったとの評価をいただきました。

ディスコ　 製造業

ブシロード

●展開商品：スマートフォンアプリゲーム「しろくろジョーカー」
●広告会社：オゾンネットワーク

ヒストリーチャンネルTM  日本・世界の歴史＆エンタメ

カードゲーム、スマートフォンゲームの開発・発売

簡単操作で城下町が作れるス

マートフォンアプリゲーム「しろくろ

ジョーカー」のプロモーションのため、

歴史やお城に関心が高いユーザー

が視聴するヒストリーチャンネル™の

『特集：お城に行こう！名城・山城の

歩き方特集』でCMを放送。親和性

の高いユーザーへのアプリの認知

拡大を行いました。

童友社

●展開商品：プラモデル（日本の名城・名将シリーズ）

ヒストリーチャンネルTM  日本・世界の歴史＆エンタメ

玩　具

ヒストリーチャンネル™では、独自の切り口で制作するパブリシティ

映像とWeb及びSNS展開をセットにした広告企画「ヒストリーチャン

ネル かわら版」を展開しております。本企画が対象にしているのは、

歴史関連グッズのメーカーや、歴史関連で地域おこしを展開している

地方自治体等のイベント、名

産品、特産品など。歴史＆エン

ターテインメント専門放送局ら

しい、歴史に特化した独自の

広告企画となっております。本

企画第1弾として、城や武将の

兜などのプラモデルを製造・発

売している「童友社」の商品を

紹介しました。

●展開商品：「ジュラシック・ワールド」BD&DVD
●協力：ジェイコム湘南

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

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 2016」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/

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

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他制作 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：音楽無料ネットサービス「Eggs」
●直取引　●協力会社：モイ
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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

モンデリーズ・ジャパン/
ラコステ ジャパン

●展開商品：「リカルデントガム」リブランディング/
　ラコステ 2016 SSコレクション
●直取引　●協力：コスモポリタン（ハースト婦人画報社）

FOX

食料品/アパレル

アメリカの人気雑誌の日本版オンラインメディア『COSMOPO

LITAN』（ハースト婦人画報社）とのコラボにより、ビューティがテー

マの女性限定イベント「FOX BEAUTY NIGHT OUT with 

COSMOPOLITAN」を東京・六本木の六本木ヒルズクラブにて開

催。3度目の実施となる今回は、ミス・ユニバース日本代表に輝き、

世界のステージで経験を積んだ日本一の美女3名が集結しました。

イベントでは美容トークやメイクショー、ファッションショーを展開し、

彼女たちの経験をもとに「美」につ

いて学べる機会を参加者に届けま

した。イベントの事前告知から当日

のSNSでの拡散の仕組みと事後

レポートまで露出と拡散を強化、そ

して、会場ではトークショーと各協

賛社ブースが展開され、華やかな

スタイルで来場した視聴者の方の

興味を惹きました。

学校法人イーエスピー学園
専門学校ESPミュージカルアカデミー

●展開商品：ESP学園presents COLORS2015

MUSIC ON! TV

各種学校

音楽・楽器・ダンス・声優の

専門学校イーエスピー学園の

在校生・卒業生が中心となっ

て 運 営 する「 E S P 学 園

presents COLORS」の特番

をエムオン！でオンエアしました。

イベントは13年目を迎え、7月9日（土）に東京・STUDIO COAST

にて開催。エムオン！では、プロと同じステージに立つことを夢見て

オーディションに挑む「学生」に密着したドキュメンタリーと、当日の

ライブの模様を特番でオンエアしました。

特番の映像は、専門学校の説明会でも毎年ご活用頂いています。

サミー

●展開商品：サミー パチンコ・パチスロ機

MONDO TV

パチンコ・パチスロ機メーカー

パチンコ・パチスロ番組が

人気のMONDO TVで、パチ

ンコ・パチスロメーカーによる

スポンサード番組『パチンコ・

パチスロ激闘TV』を30分番

組・計6本シリーズで制作・放

送しました。

スポンサー様がリリースする

新機種を出演者が実際の

ホールで実戦を行いながら、新

機種の面白さや特徴を視聴者

にお伝えする番組です。気になる新機種を実際の映像で見せること

で、視聴者が実際にホールへ足を運んでもらうことを目指しました。

また、Webサイトでも番組配信することで、さらなるファン層への

訴求も狙ったメーカーとMONDO TVのコラボ企画となりました。

第一興商

●展開商品：LIVE DAM STADIUM
●協力：ヴァリック

MUSIC ON! TV

業務用カラオケ事業等

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、

東京・大阪 各会場500組1000

名様限定の完全招待制ライブを

実施しました。

「LIVE DAM STADIUM×

MUSIC ON!TV presents ファ

ンキー加藤 P r e m i u n L I V E 

supported by コート・ダジュール」

を2016年1月にZepp なんば大阪、2016年2月にZepp ダイバー

シティ東京で開催し、キャンペーン応募総数は6万通を超え、プレミ

アムチケットとなりました。

ライブの模様は、特番でオンエア。幅広いファン層を持つファン

キー加藤をブッキングすることで、過去最高の応募があり、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

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

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

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 86.73%
平均接触率 5.19%
（5-29時） 　（2016年6月調査）

毎週約920万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55万世帯が

見ていることになります。

つまり、約20％の世帯で
視聴可能

1,061万世帯

ペイテレビ加入世帯

（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2016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
3.2% の視聴量
（20%×16.2%）× =

地上波の広告費に
換算すると…

実際は…

＊CAB-J調べ広告費2015

＊2015年（平成27年）
日本の広告費（電通調べ）を元に

CAB-J集計

207.8億円

1兆9,323億円

(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

実際は…
207.8億円

1兆9,323億円 600億円以上
の可能性

ペイテレビ
計

16.2%

地上波
計

78.6%

衛星・
無料放送
計

5.2%

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？

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

データに見るCS/BSペイテレビの特徴
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■ ペイテレビ計

■ 無料BS計

■ 地上波計

 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 25:00 26:00 27:00 28:00

 4.34 5.37 6.66 7.55 9.22 9.94 10.56 10.70 12.10 12.71 13.25 13.98 14.67 15.99 13.81 14.57 14.91 12.98 13.15 10.55 7.97 5.56 4.06 3.72

 1.34 1.95 8.87 3.55 3.13 3.63 3.24 3.06 3.57 3.54 3.36 3.78 3.84 4.80 5.77 6.47 5.51 4.45 3.58 2.32 1.32 0.83 0.70 1.03

 20.39 45.68 60.50 58.71 44.98 33.44 33.54 39.58 37.14 32.20 33.02 35.77 43.99 54.95 63.83 64.46 64.10 59.82 48.74 30.76 16.11 8.45 5.13 6.89

90%

60%

30%

0%

ペイテレビは11時～24時までまんべんなく視聴されています。

0%

■ ペイテレビ契約世帯　平均年収：717万円　　■ 個人全体　平均年収：658万円

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2,000万円
以上

27.3

1,500～
2,000万円未満

26.7

1,000～
1,500万円未満

25.5

800～
1,000万円未満

23.4

600～
800万円未満

21.8

400～
600万円未満

18.9

200～
400万円未満

17.7

200万円未満

15.5

全体平均

20.6

ペイテレビは収入の多い世帯に
支持されています

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、お昼から深夜にかけてひろ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。
世帯年収が多いほど加入率も高まり、1,000万円以上の世帯から、その加入率は25％を超えています。ペイテレビは収入の多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
	 	 ※有料放送のうち、BS放送の「WOWOW」「スターチャンネル」のみ
	 	 視聴可能な世帯は対象外とする
●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
●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
	 	 〈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
	 	 【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〉 2016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

〈ビデオリサーチ・ACR/ex2015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）：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

プラットホーム別世帯到達率（週平均）の時間帯推移

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

ペイテレビ加入者は、年収が高く生活にゆとりがある

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

642

717

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

1,055

1,220

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

51.6

58.9

50 70（％）

75万円多い 165万円多い

ペイテレビの視聴者属性の特徴は？ ※ MVP/ex（ビデオリサーチのテレビ関連調査）

（MVP/ex2015 ※）

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収集をする。新しいモノ好きなひとたちにもリーチできる媒体！

■ 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

76.7
70.6

広告は
よく見るほう

61.4
54.6

広告は買い物をする際に
大いに役立っている

60.2
55.8

広告を見てインターネットで
関連サイトを確認する

ことがよくある

55.8
50.1

情報収集に
熱心なほう

35.5
32.5

家族や友人とテレビCMのことを
よく話題にする

24.2
19.5

テレビCMが実生活に
役立つことが多い

23.1
18.3

20 40 60 80 100（％）

■ ペイテレビ視聴可能　■ ペイテレビ非契約

特に、新製品や新情報に強い関心を持っている。
人気や流行を知るために広告を活用している！

0

新製品には
興味がある

人気や流行を
知るために、広告には
大いに関心がある

最新の情報は
いち早く入手したい

20 40 60（％）10 30 50

51.2
46.7

45.9
41.9

32.4
29.5

（MVP/ex2015 ※）

（MVP/ex2015 ※）

テレビをたくさん見ていてＣＭへの接触チャンスも多い。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る様子

（機械式ペイテレビ接触率 個人付帯調査データ  2016年6月）

1日あたりのテレビ視聴時間（平均）

テレビCMを
よく見るほうだ

■ 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

●テレビの見方

今のTVは
自分にとって
楽しめる

39.7

33.3

86.9

79.3

（MVP/ex2015 ※） テレビに関する意識 （MVP/ex2015 ※）

ペイテレビ
非契約

ペイテレビ
視聴可能

3時間15分

4時間5分

0 20 40 60 80 100（％）

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

0 10 20 30（％）

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

10.78
10.04

4.22
22.49

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

CS/BSペイテレビの視聴者属性 機械式ペイテレビ接触率調査
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【分 析 事 例 ① 子育て世帯が見ているアニメ 】
おかしなガムボール（海外アニメ！カートゥーン ネットワーク）
２D、パペット、実写などの異なるアニメーション技法を組み合わせた、カートゥーン	ネットワークオリジナルの人気ア
ニメーションシリーズ。主人公は青いネコの少年“ガムボール”。母は同じくネコですが、父と妹はウサギ、そして親友
は進化した金魚だった・・・。ハチャメチャな設定のキャラクターたちが、実写の街「エルモア」を舞台に、次から次へ
と笑いを振りまきます。

※2016年2～6月に平日18時台に5分以上カートゥーン ネットワークを視聴した13才以上の個人（n=38）のスコアが個人全体より高い項目

　　　　　 　　　　　　　　 家族で見ることが多い 
番組を見ているときは、チャンネルをあまり変えない 
主にリアルタイムで視聴している 

CS/BSペイテレビを…

　　　　　　　　　  広告は買物をする際に大いに役立っている  
興味のある商品の広告はきちんと見るようにしている   
広告について…

　　　　　　　　　　　育児・ベビー用品  スポーツ用品 
知育・学習・受験のための通信教育  
関心商品広告は…

今の生活を楽しむために
お金を使うほうだ

栄養のバランスを考えて
献立を作っている

人生を有意義に過ごしたいと考えている 
定期的にスポーツ・運動をしている  
休日は外出する事が多い 

『おかしなガムボール』TM	&	©	2016	Cartoon	Network.

2016年2-6月調査平均（％） （％）

※祝日は平日から除く

CAB-Jでは、CS/BSペイテレビで特徴的な４つの「世帯ターゲット」を設定し、アドバタイザーにご出稿頂ける有用なメディアであることを表していき
ます。番組接触者の世帯／個人プロファイルを鮮明に描けるよう、機械式ペイテレビ接触率調査では、性・年齢はもとより世帯年収や所有商品など
のデモグラフック項目と、購買意識や価値観などのサイコグラフィック項目も測定しています。

ターゲット世帯ごとの接触状況を機械式データで測定

機械式ペイテレビ接触率調査より
推計世帯数：2015年ペイテレビ契約世帯数を用い、CAB-Jの推奨する計算式に基づいて算出。
見ている番組：各チャンネルの最高値でソート、集計期間は2016年2月8日（月）～6月19日（日）
欲しい商品・関心広告：各ターゲット世帯がそれぞれの商品・サービスを欲しい／関心があると回答した割合。
個人全体のスコアに対して差が大きいもの（それぞれのターゲットに特徴的な項目）を表示。

「*」印は個人付帯調査データ
（対象：13才以上）を世帯集計
集計期間は2016年6月6日（月）～
6月19日（日）

【エグゼクティブ世帯】：経営･管理職がいる世帯	
【子育て世帯】：小学生がいる世帯
【年収1,000万円以上世帯】：世帯年収1,000万円以上の世帯	
【シニアあり世帯】：60才以上がいる世帯

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

視聴者プロファイル 4つの世帯ターゲット 分析事例─①「おかしなガムボール」

子育て世帯の「おかしなガムボール」接触率

0～3才の
乳幼児あり

5,000世帯

4才以上の
未就学児あり

9,000世帯

小学生あり

39,000世帯

中学生あり

19,000世帯

高校生あり

11,000世帯

平均接触世帯数

※ 公益財団法人東京動物園協会発表平成２６年度の月別入園者数より算出

10,761,648世帯
（2015年MDBより）

×

ペイテレビ
視聴可能世帯

21.26％ ×

「子育て世帯」の
シェア

13.91％
（4～6月 4週間の累積）

「子育て世帯」の
18時台「ガムボール」

累積到達率

＝318,200世帯
上野動物園の月間入場者数約30.8万人※を
上回る人数！約32万って・・・？

18時台の「おかしなガムボール」視聴状況 約31.8万の子育て世帯が18時台に「おかしなガムボール」を見ている！

「おかしなガムボール」の視聴者って・・・

月 火 水 木 金 土 日
7時 - - - - - 1.08 0.74
8時 0.17 0.27 0.29 0.18 0.17 - -
9時 - - - - - - -

10時 - - - - - 0.71 0.26
11時 - - - - - - -
12時 0.57 0.25 0.34 0.18 0.21 1.17 0.62
13時 - - - - - - -
14時 - - - - - - -
15時 1.08 0.85 0.65 0.61 0.62 - -
16時 - - - - - - -
17時 - - - - - 0.84 0.53
18時 1.40 2.62 1.50 1.36 1.50 - -
19時 - - - - 0.33 - -

祝日
7時 -
8時 2.39
9時 2.27
10時 2.88
11時 3.19
12時 2.64
13時 2.03
14時 2.76
15時 3.74
16時 3.31
17時 4.60
18時 3.25
19時 -

ちなみに、祝日に
放送された一挙放送は
高い接触率を
獲得している！

事前の告知も奏功！

子育て世帯が
「おかしなガムボール」
を見ているのは、
18時台が多い！

エグゼクティブ世帯（推計世帯数：2,206,100世帯）

見ている番組 チャンネル

ATPテニス・バルセロナ・オープン GAORA	SPORTS

プロ野球中継	広島×阪神 J	SPORTS	1

プロ野球中継	巨人×DeNA 日テレジータス

ノーザントラストオープン ゴルフネットワーク

プロ野球中継	中日×阪神 J	SPORTS	2

家族が欲しい商品＊ ％ （全体比）

高級腕時計 41.2（+18.0pt）

高級バッグ・靴 29.8（+10.0pt）

別荘・リゾートマンション 24.6（+8.2pt）

家族が関心をもっている広告＊ ％ （全体比）

スマートフォン 57.0（+14.9pt）

タブレット型端末 39.5（+14.1pt）

音楽ソフト 45.6（+13.7pt）

収入に余裕のある世帯に届けるには？

年収1,000万円以上世帯（推計世帯数：2,413,700世帯）

見ている番組 チャンネル

プロ野球中継	広島×阪神 J	SPORTS	1

ノーザントラストオープン ゴルフネットワーク

LAW	&	ORDER:	犯罪心理捜査班4 スーパー！ドラマTV

名探偵コナン アニマックス

おかしなガムボール カートゥーンネットワーク

家族が欲しい商品＊ ％ （全体比）

高級腕時計 32.9（+9.6pt）

海外旅行 58.0（+8.0pt）

４Ｋテレビ 35.0（+6.3pt）

家族が関心をもっている広告＊ ％ （全体比）

海外旅行案内 57.3（+10.9pt）

住宅・マンションなどの不動産 29.4（+6.5pt）

銀行・証券・投資信託 20.3（+6.2pt）

購買力のある層に届けるには？

子育て世帯（推計世帯数：2,313,800世帯）

見ている番組 チャンネル

怪奇ゾーン	グラビティフォールズ ディズニー・チャンネル

おかしなガムボール	 カートゥーンネットワーク

ケロロ軍曹	3rdシーズン アニマックス

クレヨンしんちゃん	 テレ朝チャンネル1

劇場版｢名探偵コナン	銀翼の奇術師（マジシャン）｣ キッズステーション

家族が欲しい商品＊ ％ （全体比）

１ＢＯＸワゴン・ミニバン 20.0（+6.1pt）

資格修得・語学学習 27.5（+5.3pt）

家庭用テレビゲーム 24.2（+3.8pt）

家族が関心をもっている広告＊ ％ （全体比）

学習塾 32.5（+19.7pt）

レジャー施設（遊園地など） 50.0（+14.3pt）

育児・ベビー用品 20.8（+8.8pt）

小学生の子どもの親に届けたいときは？

シニアあり世帯（推計世帯数：4,179,100世帯）

見ている番組 チャンネル

プロ野球中継	広島×阪神 J	SPORTS	1

プロ野球中継	巨人×DeNA 日テレジータス

ロッテチャンピオンシップ ゴルフネットワーク

剣客商売2 時代劇専門チャンネル

プロ野球中継	阪神×DeNA スカイA

家族が欲しい商品＊ ％ （全体比）

投資信託 9.4（+2.5pt）

マンション 14.3（+2.4pt）

株式（ミニ株含む） 15.2（+2.2pt）

家族が関心をもっている広告＊ ％ （全体比）

特定保健用食品 34.4（+5.7pt）

銀行・証券・投資信託 19.6（+5.6pt）

国内旅行案内 65.2（+4.6pt）

男女60才以上がいる世帯に届けたいときは？

平均世帯年収
1169.7万円

平均世帯年収
1408.7万円

平均世帯年収
825.8万円

平均世帯年収
722.1万円



視聴者プロファイル24 分析事例 25

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

視聴者プロファイル 14の個人ターゲット 分析事例─②「ゴルフ中継」

個人ターゲットの活用で効率の良い出稿計画が策定できます
CAB-Jでは、新たに14の代表的な「個人ターゲット」を設定し、アドバタイザーにご出稿頂ける有用なメディアであることを世帯同様に表していきま
す。多数のデモグラフック項目とサイコグラフィック項目を掛け合わせて、より精緻なプロファイルを描くことで、アドバタイザーが求める広告ターゲット
によりフィットした個人ターゲットを設定することが可能です。14の個人ターゲットの活用で効率のよい出稿計画が策定できます。

テレビ通販ユーザー（推計人数：9,590,700人）

見ている番組 チャンネル

プロ野球中継	巨人×DeNA 日テレジータス

プロ野球中継	広島×阪神 J	SPORTS	1

ATPテニス･バルセロナ・オープン GAORA	SPORTS

鬼平犯科帳1 時代劇専門チャンネル

ロッテチャンピオンシップ ゴルフネットワーク

意 識 ％ （全体比）

欲しいものがあれば通信販売（ネット除く）を使える 68.6	（+29.0pt）

広告は買物をする際に大いに役立っている 68.4	（+26.1pt）

興味のある商品の広告はきちんと見るようにしている 77.8	（+25.3pt）

人生を有意義に過ごしたいと考えている 94.6	（+21.4pt）

テレビショッピングで販売したい商品に！

年齢層

白物家電が欲しい（推計人数：5,808,500人）

見ている番組 チャンネル

剣客商売3 時代劇専門チャンネル

プロ野球中継	広島×阪神 J	SPORTS	1

プロ野球中継	巨人×楽天 日テレジータス

にっぽん百名山	大峰山 チャンネル銀河

ドックはおもちゃドクター ディズニー・チャンネル

ほんとにあった!呪いのビデオ50 ファミリー劇場

白物家電の新商品認知や商品理解に

年齢層

意 識 ％ （全体比）

広告は買物をする際に大いに役立っている 72.7	（+30.4pt）

栄養のバランスを考えて献立を作っている 64.2	（+29.2pt）

塩分のとり過ぎに注意している 69.2	（+28.5pt）

料理のレパートリーを広げるよう努力している 57.3	（+28.0pt）

機械式ペイテレビ接触率調査より
推計世帯数：2015年ペイテレビ契約世帯数を用い、CAB-Jの推奨する計算式に基づいて算出。
見ている番組：各チャンネルの最高値でソート、集計期間は2016年2月8日（月）～6月19日（日）
欲しい商品・関心広告・意識：各ターゲットがそれぞれの商品・サービスを欲しい／関心がある／意識に該当すると回答した割合。
個人全体のスコアに対して差が大きいもの（それぞれのターゲットに特徴的な項目）を表示。
プロファイルデータは13才以上の付帯調査協力者に絞り込んで集計
集計期間は2016年6月6日（月）～6月19日（日）

【分 析 事 例 ② 】
人気コンテンツのひとつ、ゴルフ中継番組
10チャンネルで年間700本以上※の番組を放送し、ゴルフファンの支持を集めています。
「国産車」や「金融商品」に関心がある方を中心に接触率も毎年上昇中です。

【集計対象チャンネル】
ＧＡＯＲＡ ＳＰＯＲＴＳ／ゴルフネットワーク／
日テレジータス／スカイＡ／テレ朝チャンネル２／
ＴＢＳチャンネル１／ＴＢＳチャンネル２／
フジテレビＯＮＥ／フジテレビＮＥＸＴ／
ＦＯＸスポーツ＆エンターテイメント

ゴルフ番組平均接触率の推移 ゴルフ中継番組数

※集計対象番組：ゴルフ大会の
中継番組（録画含む）と、ダイジェストや直前番組

※各年度4月～翌年2月調査までの平均値2013年 2014年 2015年

271
283

374
464

279

447

■ダイジェスト・直前番組等
■ゴルフ大会中継番組　　　

2013年 2014年 2015年

2013年の
129%2013年の

118%

土日午前の番組リーチと平均視聴時間番組平均接触率 ※判定条件：各番組5分以上

2013年

■土日午前
■その他枠の中継
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土日朝の中継は
接触率が増加傾向！

リーチ・視聴分数ともに増加！

　しっかり見るゴルフファンが
広がっている！

2013年の
177%

● リーチ　■平均視聴分数

※2015年10月～2016年8月に放送された日本国内・米国ツアーの生中継番組（男女）
※4週リーチは、2016年4月～6月に放送された番組いずれか5分以上リーチより。CAB-Jの計算式に従って全国推計
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個人ターゲット別接触者数

４週リーチ
約36.7万人が見た！

４週リーチ
約29.3万人が見た！

ゴルフ中継番組の接触率が高まっています！ 2年前の約1.3倍！

特に土日午前中に放送される１番ホール中継なども習慣化に効果あり！

国産車に関心がある人や金融商品が欲しい人によく見られている！● トレンド先取り層
関心がある広告 ％ （全体比）

身のまわり品（衣類） 56.3	（+25.3pt）

化粧品 39.8	（+18.6pt）

身のまわり品（宝飾品等の装身具） 20.5	（+11.2pt）

● 輸入車関心層
意 識 ％ （全体比）

質やセンスがよければ値段が高くても買うほうだ 81.2	（+34.1pt）

新製品には興味がある 76.7	（+32.1pt）

自分の好きなものにはお金をかけるほうだ 89.5	（+30.6pt）

● 流行追っかけ層
関心がある広告 ％ （全体比）

化粧品 27.4	（+6.2pt）

国内旅行案内 38.9	（+5.8pt）

身のまわり品（衣類） 36.2	（+5.3pt）

● 海外旅行好き
意 識 ％ （全体比）

テレビの海外報道に関心がある 65.0	（+30.1pt）

英語を学んでみたいと思う（現在学んでいる） 67.0	（+28.8pt）

自分の好きなものにはお金をかけるほうだ 83.9	（+25.0pt）

● 国内旅行好き
意 識 ％ （全体比）

自分の健康に強い関心がある 79.4	（+22.3pt）

今の生活を楽しむためにお金を使うほうだ 73.6	（+19.9pt）

広告は買物をする際に大いに役立っている 61.2	（+18.9pt）

● 不動産関心層
意 識 ％ （全体比）

質やセンスがよければ値段が高くても買うほうだ 71.2	（+24.1pt）

お金を借りる際には金利を気にするほうだ 73.1	（+23.6pt）

新製品には興味がある 73.4	（+23.3pt）

● ＰＣ・ＡＶ機器が欲しい
意 識 ％ （全体比）

自分の好きなものにはお金をかけるほうだ 80.1	（+21.2pt）

今の生活を楽しむためにお金を使うほうだ 71.6	（+17.8pt）

質やセンスがよければ値段が高くても買うほうだ 63.4	（+16.3pt）

● アルコール関心層
意 識 ％ （全体比）

興味のある商品の広告はきちんと見るようにしている 76.8	（+24.3pt）

新製品には興味がある 72.6	（+22.4pt）

一度好きになったブランドは長い間好き 64.5	（+18.2pt）

● 美容関心層（女性）
欲しい商品・サービス ％ （全体比）

エステ 14.2	（+7.6pt）

美顔器 13.6	（+7.4pt）

海外旅行 35.2	（+6.2pt）

● 健康関心層
意 識 ％ （全体比）

自分自身を向上させる努力をしている 69.7	（+18.4pt）

興味のある商品の広告はきちんと見るようにしている 70.7	（+18.2pt）

新製品には興味がある 66.7	（+16.5pt）

国産車関心層（推計人数：4,772,800人）

見ている番組 チャンネル

ノーザントラストオープン ゴルフネットワーク

ほんとにあった!呪いのビデオ41 ファミリー劇場

プロ野球中継	広島×オリックス J	SPORTS	1

プロ野球中継オープン戦	巨人×広島 日テレジータス

名車再生! -BMW	M5 ディスカバリーチャンネル

意 識 ％ （全体比）

新製品には興味がある 78.4	（+28.2pt）

興味のある商品の広告はきちんと見るようにしている 79.3	（+26.9pt）

お金を借りる際には金利を気にするほうだ 75.1	（+25.7pt）

性能・機能中心で選ぶ 69.5	（+24.0pt）

積極的に情報を取りに行く 46.5	（+23.9pt）

国産車の認知や理解促進に！

年齢層

金融商品が欲しい（推計人数：2,296,400人）

見ている番組 チャンネル

ロッテチャンピオンシップ ゴルフネットワーク

［映］ワンピース-麦わらチェイス- アニマックス

半藤一利が語る“昭和史”	 ヒストリーチャンネル

プロ野球中継	広島×オリックス J	SPORTS	1

ドックはおもちゃドクター ディズニー・チャンネル

意 識 ％ （全体比）

預金や投資の際には金利を気にするほうだ 71.2	（+39.5pt）

お金を借りる際には金利を気にするほうだ 83.7	（+34.2pt）

テレビの海外報道に関心がある 66.4	（+31.5pt）

金融機関の商品やサービスの内容について調べる 39.4	（+31.0pt）

金融商品に関心があるリッチ層向けに

年齢層

スカイＡ	ゴルフシリーズ2016
マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント	©	ABC



一般社団法人衛星放送協会 第6回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード26

27 CNNｊ
27 TBSニュースバード
27 日経CNBC
27 BBCワールドニュース

28 アニマルプラネット
28 ディスカバリーチャンネル
28 ナショジオ ワイルド
28 ナショナル ジオグラフィック
28 ヒストリーチャンネルTM  日本・世界の歴史＆エンタメ

28 GAORA SPORTS
28 ゴルフネットワーク
28 スカイA
29 J SPORTS 1
29 J SPORTS 2
29 J SPORTS 3
29 J SPORTS 4
29 日テレジータス
29 ＦＩＧＨＴＩＮＧ ＴＶ サムライ

29 イマジカBS・映画
29 映画・チャンネルNECO
30 ザ・シネマ
30 スターチャンネル
30 日本映画専門チャンネル
30 FOXムービー
30 ムービープラス

30 AXN 海外ドラマ
30 AXNミステリー
30 時代劇専門チャンネル
31 スーパー！ドラマＴＶ
31 ファミリー劇場
31 FOX
31 FOXクラシック 名作ドラマ
31 ホームドラマチャンネル  韓流・時代劇・国内ドラマ

31 アニマックス
31 海外アニメ！カートゥーン ネットワーク
31 キッズステーション
32 ディズニーXD（エックスディー） 
32 ディズニージュニア

32 MTV
32 歌謡ポップスチャンネル
32 スペースシャワーTV
32 ミュージック・エア
32 MUSIC ON！ TV（エムオン！） 

32 アジアドラマチックTV★HD
33 エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ
33 KBS World
33 女性チャンネル♪ LaLa TV
33 スカチャン
33 チャンネル銀河  歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた
33 ディズニー・チャンネル
33 TBSチャンネル1  最新ドラマ・音楽・映画
33 TBSチャンネル2  名作ドラマ・スポーツ・アニメ
34 テレ朝チャンネル1  ドラマ・バラエティ・アニメ
34 テレ朝チャンネル2  ニュース・情報・スポーツ
34 日テレプラス  ドラマ・アニメ・音楽ライブ
34 フジテレビONE  スポーツ・バラエティ
34 フジテレビTWO  ドラマ・アニメ
34 フジテレビNEXT  ライブ・プレミアム
34  FOXスポーツ＆エンターテイメント
34 MONDO TV
35 WOWOWプライム
35 WOWOWライブ
35 WOWOWシネマ

35 囲碁・将棋チャンネル
35 アクトオンＴＶ◆大人の趣味とライフスタイル
35 旅チャンネル
35 釣りビジョン

C O N T E N T S

ニュース

映　画 総合エンターテイメント

趣味・娯楽・教育・教養

ド ラ マ

ア ニ メ

音　楽

ドキュメンタリー

スポーツ

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
は日本語同時通訳対応。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 © 2016 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！ 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」

【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
トップのマーケット・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

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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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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、有料・多チャンネル放送の専門性を生かしたオリジナル番組の制作
推進と、その認知向上を目的として、2011年に「衛星放送協会オリジナル番組
アワード」を創設し、今年で6回目を迎えました。
「第6回衛星放送協会オリジナル番組アワード授賞式」は2016年7月21日（木）、

千代田放送会館で開催されました。今回の応募はオリジナル番組賞7部門に92
番組、編成企画賞は18企画、計110の応募があり、最終審査にノミネートされた
43作品の中から、最優秀賞と奨励賞が発表されました。また、昨年に続き、全部
門の最優秀作品から1作品を選出する「アワード大賞」が発表され、今年はバラ
エティ番組部門から、フジテレビONEの「大相撲いぶし銀列伝」に贈られました。

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 スペシャルドラマ 洞窟おじさん ＮＨＫ ＢＳプレミアム

ドキュメンタリー番組部門 ノンフィクションＷ　ハリウッドを救った歌声 
～史上最強のゴーストシンガーと呼ばれた女～ WOWOWプライム

中継番組部門 ラグビー ワールドカップ2015
イングランド大会 プールB　南アフリカ vs. 日本 J SPORTS１

バラエティ番組部門 大相撲いぶし銀列伝 フジテレビONE

情報番組・教養番組部門 『球辞苑 ～野球が100倍面白くなるキーワードたち～
「ホームスチール」』 NHK BS１

アニメ番組部門 ツムツム「ツムツム寿司」 Dlife

ミニ番組・番組ＰＲ部門 『スターチャンネル ランキングスポット「傑作クレジット」編』 スターチャンネル1

奨 励 賞
情報番組・教養番組部門 銘酒誕生物語スペシャル「十四代」400年の軌跡 WOWOW

ミニ番組・番組PR部門 our SPORTS ! ざっくり100コマフェンシング NHK BS1

賞 番組タイトル 放送チャンネル名
最優秀賞 「藤沢周平 新ドラマシリーズ  及び  藤沢周平劇場」 時代劇専門チャンネル

奨 励 賞 私たちがプロポーズされないのには、101の理由があってだな 女性チャンネル♪LaLa TV

番組タイトル 放送チャンネル名

大相撲いぶし銀列伝 フジテレビＯＮＥ

◆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）、近藤 孝（読売新聞東京本社 編集局文化部 次長）
◆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）、
  後藤 洋平（朝日新聞東京本社 報道局 文化くらし報道部）、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）

授賞式には、最優秀作品を受賞した番組出演者がお祝いに8人も会場に駆けつ
けました。「大相撲いぶし銀列伝」では、やくみつるさん、旭道山知泰さん、ナイツ
塙宣之さん、山根千佳さんが登壇し、大賞とダブル受賞の祝福に花を添えました。
他に中継番組部門でラグビー日本代表選手の大野均さん、ドラマ番組部門で中
村蒼さん、ドキュメンタリー番組部門で板谷由夏さん、情報番組・教養番組部門
でナイツ土屋伸之さんがそれぞれ登壇しました。

司会は昨年に続きフリーアナウンサーの高島 彩さん。また、アワード大賞の作
品発表とトロフィー授与を、昨年のアワード大賞受賞番組に出演した、つるの剛
士さんが務め、盛大な授賞式となりました。

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

　　  オリジナル番組アワード 大賞

★ 最終審査委員 （敬称略）

一般社団法人衛星放送協会	第6回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード
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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：アドセールス
担当部署TEL：03-5218-2711　担当部署FAX：03-5218-2701
http://animalplanet.jp/

アニマルプラネット

地球の「リアル」を追求する、世界最大級
の動物・自然チャンネル。自然、動物、人間
の営みを、美しく迫力のある映像でお届けし
ます。生きものが懸命に生きる姿は、見る者
を惹きつけ、感動と共感を呼び起こします。
ディスカバリーチャンネルの兄弟チャンネル
です。 ©2016 Discovery Communications

【メインターゲット】 20～50代女性ドキュメンタリー

FOXネットワークス株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア16F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5475-6735
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/Minden Pictures/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

ヒストリーチャンネル・ジャパン合同会社
〒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	日本・世界の歴史＆エンタメ

全米大人気シリーズ「古代の宇宙人」、「オリジナル制作番組 義将列伝～
関ヶ原“義”に生きた武将たち～」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ーテインメント専門チャ
ンネル。

「古代の宇宙人 シーズン9」 ©2016 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：アドセールス
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

200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。科学的な
視点で作られた多彩なドキュメンタリー番組を
放送しています。独自の綿密な取材と撮影、高
度なテクニックを駆使した迫力の映像は、視聴
者の知的好奇心を満たし、発見の感動をお届
けします。 ©2016 Discovery Communications

【メインターゲット】 20～50代男性ドキュメンタリー

FOXネットワークス株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア16F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5475-6735
http://www.ngcjapan.com

ナショナル	ジオグラフィック

知的好奇心を刺激し、感動を呼び起こ
す、世界最高峰のドキュメンタリー・チャ
ンネル。この世界のあらゆる謎を解明し、
人類がさらなる真理に近づくために、ナ
ショジオは未知の領域に挑み続けてい
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）、錦織圭が活躍する男
子プロテニスツアーのATPテニス。男女ゴルフ、
Vリーグ、アメリカンフットボール、プロレス（全日
本プロレス、WRESTLE-1、ドラゴンゲート他）、
K-1などの格闘技。充実のスポーツラインアッ
プを365日徹底放送！ Photo:Getty Images

【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、海外メジャー大会
の長時間ライブ中継、とことん１番ホー
ル生中継など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。

「ジャパンラグビー トップリーグ16/17」
©2016, 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。 「WRC世界ラリー選手権2016」

©McKlein

【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を放送中。ゴル
フは国内男女14大会（メジャー・シニア大会含
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 2016」 2016©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。

2016年11月以降放送「ダーティハリー」©Warner Bros. Entertainment Inc.

【メインターゲット】 映画を愛するすべての人映　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

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。

「スカイA ゴルフシリーズ2016」 Photo：Getty Images

【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。 「16/17 イングランド プレミアリーグ」

写真：日刊スポーツ/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＊2016 ツール・ド・フランス2016」
©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：03-5571-7066　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！最新情報をいち早くお届けします。
その他、生放送のニュース、1996年サ
ムライTV開局以降を中心としたアーカ
イブ映像や、人気選手出演のオリジナ
ル番組で最強ラインナップ！

棚橋弘至vs永田裕志 ©新日本プロレスリング

【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 営業部広告営業チーム
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

邦画の最新ヒット作・話題作を中心に、クラシッ
ク作品では石原裕次郎主演作など日活作品
を中心に豊富にラインナップ。レアなドキュメン
タリーやドラマ、2Hサスペンス、アニメなども充
実してお届け。オリジナルのバラエティ番組も
あり、家族全員で楽しめて、マニアも納得のエ
ンターテインメント・チャンネルです。 「竹内力、始めました」 ©日活・チャンネルNECO

【メインターゲット】 映画・ドラマ好きの20～60代の男女映　画

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

チャンネル紹介
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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：マーケティング部
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。

「オデッセイ」
© 2015 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

【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。「ギャラクシー街道」2016年11月ほか放送予定 ©2015 フジテレビ 東宝

【メインターゲット】 20～60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

加入世帯数最大級の映画チャンネル。ハリ
ウッド・アクション大作やシリーズ一挙放送を
HD/5.1chでお届け！ 人気声優吹替版も充
実。さらに、カンヌ映画祭独占、スター来日番
組など、映画の感動が盛りだくさん！

『インターステラー』 © Warner Bros. Entertainment Inc. 2016年11月ほか

【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！ 全米で絶大な
人気を誇り、すでにスピンオフが3作品製
作されている話題作「シカゴ・ファイア」な
ど最新作を日本独占初放送。全米高視
聴率の人気シリーズを多数ラインナップ。
「シカゴ・ファイア」© 2012 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. 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

世界各国の上質なドラマをお届けする日本唯
一のミステリー専門チャンネル。英国の本格ミス
テリーや米国の最新作、人気小説が原作の日
本のミステリーまで、選りすぐりのミステリードラ
マが集結！

「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! 
「SCORPION/スコーピオン」「ブラックリスト」
「G R I M M/グリム」「クリミナル・マインド」
「NCIS：ニューオーリンズ」「新スタートレック」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。「SCORPION/スコーピオン シーズン2」 ©2016 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

【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ネットワークス株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア16F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5475-6735
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7」©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
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	韓流・時代劇・国内ドラマ

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：デジタルメディア事業部 営業部 広告
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

王道と変化球、旧作と新作が絶妙なバランス
でブレンドされた超エンタメCS放送局。大ヒッ
トドラマ「西部警察」「連続テレビ小説 あま
ちゃん」や、「アルプスの少女ハイジ」「ウルト
ラマン」などの人気アニメ・特撮、「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 あまちゃん」 ©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ネットワークス株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア16F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5475-6735
http://tv.foxjapan.com/classics/

FOXが贈るクラシック・ドラマ・チャンネル。「大草原の小さ
な家」や「ナイトライダー」といった往年の名作から、「X−
ファイル」「アリー my Love」「セックス・アンド・ザ・シティ」
のようなセミ・クラシック作品まで、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。

「大草原の小さな家」
©1974 1975 NBC Studios, Inc. 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：03-6381-0712　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

カートゥーン ネットワークでは、「トムとジェリー」「ルー
ニーテューンズ・ショー」をはじめとする永遠の名作か
ら、オリジナル制作の「パワーパフ ガールズ」「アドベ
ンチャー・タイム」「おかしなガムボール」など世界中か
ら優良な番組をお届けしています。世界192カ国以
上で放送、約3億7,000万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 & © 2016 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

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：デジタルメディア事業部 営業部 広告
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12月ほか放送「レ・ミゼラブル」

© 2012 Universal Pictures. 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/

刺激、感激、時代劇。「鬼平犯科帳」「剣客商売」「暴
れん坊将軍」「遠山の金さん」「必殺」シリーズなど名
作・傑作時代劇を365日放送する日本で唯一のチャン
ネル！さらに、時代劇専門チャンネルだけでしか見られな
い、チャンネルオリジナル時代劇が毎年登場！

「鬼平犯科帳」毎週日曜あさ9時ほか放送 ©松竹

ド ラ マ 【メインターゲット】 40代以上の男女

時代劇専門チャンネル

FOXネットワークス株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア16F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5475-6735
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。
「スティールワールド」©MEDIATOR 452 LIMITED/BRITISH FILM INSTITUTE 2014

【メインターゲット】 30～60代の男女映　画

FOXムービー

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

チャンネル紹介
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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。

「2016 MTV VMA」 テイラー・スウィフト（「2015 MTV VMA」より） ©Getty Images

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。

矢沢永吉 / SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2016

【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：放送事業部 広告営業課
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！

「リスアニ！LIVE2016」LiSA

【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。 山内惠介 ファンクラブ限定LIVE『惠音楽会 SCENE15』

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!!
スコーピオンズ：ライヴ・アット・AVOセッション2009 Provided by C Major Entertainment GmbH

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
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-10-11 原宿ソフィアビル2F
担当部署名：広告営業
担当部署TEL：03-6712-6841　担当部署FAX：03-6712-6846
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！ 人気の韓流ドラマや、
話題の中国ドラマをたっぷり、一挙放送でお届
けします。しかも、オリジナルにこだわるファンの
方のために、CMを入れず、ノーカット、声の吹き
替え無しでお送りします。
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＆パ
チスロ、アイドル、ホラーに仁侠映画！ オ
トナ男女必見な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！
見始めたら止まらない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

女性チャンネル♪LaLa TVは、あなたの人
生をときめかせる楽しい番組をどどっとお届
けするエンタテインメントチャンネル。厳選し
た国内外の良質なドラマ、映画、舞台や音
楽等のライブコンテンツ、料理や旅等のラ
イフスタイル番組など、魅力的で多彩なライ
ンナップが満載！  ©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「武則
天」や「琅琊榜（ろうやぼう）」、「馬医」や「イ・サ
ン」などの日・中・韓の壮大な歴史ドラマから、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。

© 2014 ZheJiang Talent Television & Film Co., Ltd.  All Rights Reserved

【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：ペイテレビ事業部
担当部署TEL：03-5571-2880　担当部署FAX：03-5571-2174
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、
アニメ＆特撮、Jリーグやプロ野球の完全
生中継、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：チャンネル営業部
担当部署TEL：03-5571-7066　担当部署FAX：03-5571-1776
http://www.skyperfectv.co.jp

スカチャン

サッカー、野球、バスケ、プロレス格闘技
など、話題のスポーツや音楽ライブなど
各種エンターテインメント番組を放送。

写真：アフロ

【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：ペイテレビ事業部
担当部署TEL：03-5571-2880　担当部署FAX：03-5571-2174
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

プロ野球横浜DeNA主催公式戦を完全
生中継！ 金八先生、スクール・ウォーズな
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！ ボクシング・ゴルフ・フィギュアスケー
トも！
「プロ野球2016（横浜DeNA戦）」筒香嘉智選手 ©YDB

【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 2016」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/

チャンネル紹介
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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CS日本
〒105-7422 東京都港区東新橋1-6-1 日テレタワー22F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL:03-5226-0674  担当部署FAX:03-5537-5775
http://www.nitteleplus.com

日テレプラス	ドラマ・アニメ・音楽ライブ

ドラマ・アニメ・音楽・バラエティ・スポーツ
…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事業推進部
担当部署TEL：03-5500-9641　担当部署FAX：03-5500-9649
http://otn.fujitv.co.jp

フジテレビ	TWO	ドラマ・アニメ

フジテレビ地上波ドラマリピートや韓流ドラマ・
バラエティ、「ワンピース」や「ドラゴンボール」な
どアニメも充実の大人気チャンネル。埼玉西
武ライオンズ主催戦生中継も加わり、さらにパ
ワーアップ！ 「超特急の撮れ高足りてますか？」
などオリジナルバラエティも見逃せない！
「ドラゴンボール」 ©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

【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

FOXネットワークス株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア16F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5475-6735
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！

©Fukuoka SoftBank HAWKS Corp. All Rights Reserved.

【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

FIA フォーミュラE選手権、サッカー、プロ
レス、水泳やフィギュアスケートなどス
ポーツ盛りだくさん！ さらに、オリジナル報
道番組「津田大介 日本にプラス」や名
作アニメ、ドラマ、時代劇も放送中！

【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事業推進部
担当部署TEL：03-5500-9641　担当部署FAX：03-5500-9649
http://otn.fujitv.co.jp

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。東京ヤクルトスワローズの主催試合は
全試合完全生中継、さらに「プロ野球ニュー
ス」「競馬予想TV！」「ゲームセンターCX」

「THEわれめDEポン」「ウルトラ怪獣散歩」な
ど人気オリジナル番組がぎっしり！

「SWALLOWS BASEBALL L!VE2016」©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事業推進部
担当部署TEL：03-5500-9641　担当部署FAX：03-5500-9649
http://otn.fujitv.co.jp

フジテレビ	NEXT	ライブ・プレミアム

「F1グランプリ」はもちろんMLS、オランダ、
オーストリアなど海外サッカーを続々生中継！ さ
らに3年目に突入して、ますます元気な「坂崎
幸之助のももいろフォーク村NEXT」をはじめ
音楽コンテンツ、K-POPなどライブ感たっぷり
のプレミアムチャンネル。

「2016 F1グランプリ」©金子博

【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：03-6381-0712　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 第14回女流モンド杯」 TM & © 2016 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 デジタルメディア事業部 営業部 広告
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「瀬川晶司五段（将） vs 万波奈穂三段（囲）」 ©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

アクトオンTV◆大人の趣味とライフスタイル

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マクラーレン」

【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。

「魚種格闘技戦!」

【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：03-6381-0712　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。
「榊原郁恵の町のお嬢さん」 TM & © 2016 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

【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 イベントビジネス部
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」
2016年10月以降放送（写真左上から時計回り）サウル・アルバレス、ゲンナディ・ゴロフキン、

三浦隆司、ローマン・ゴンサレス、山中慎介 ©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 イベントビジネス部
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4 ホームズ＆ワトソン in NY」
2016年10月以降放送

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 イベントビジネス部
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。

「ブリッジ・オブ・スパイ」 2016年10月以降放送
©2015 DreamWorks II Distribution Co. LLC and Twentieth Century Fox Film 

Corporation. All rights reserved. 

WOWOWシネマ

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2016」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/

チャンネル紹介


