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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
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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


