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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。

講談社

●展開商品：書籍

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

各 社

●展開商品：企業ブランド

AXN 海外ドラマ

アルコールメーカー他

日本国内で世界の洋酒文化の浸透を推進するための活動をス

タートさせました。日本全国の優秀なバーテンダーに会えるBARや、

主要カクテルアワードや洋酒ブランドが主催するイベント等、ラグ

ジュアリーな社交の場を収録及び映像制作し放送しています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

各 社

●広告会社：電通 他　●協力会社：KADOKAWA 他

アニマックス

ゲーム（コンソール・アプリ・オンライン）、
ゲーム周辺機器・サービス

「テレビ番組では唯一の、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、それにゲーム周辺機器と多岐に渡っていま

す。2017年7月に番組が6年目に突入。昨年夏から注力している番

組発信の「ゲーム情報HP」（WEB）・番組アシスタントを稼動した

YouTubeでのゲーム実況動画企画の内容もさらに拡充させ、＜ゲー

ムのプロモーションをオールインワンで実現できるゲームマーケティン

グ機能＞を目指して、さらなる発展を目指します。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

朝日新聞出版

●展開商品：DVDコレクション石原裕次郎シアター

映画・チャンネルNECO

出　版

朝日新聞出版の石原裕次

郎没後30年企画「DVDコレ

クション石原裕次郎シアター」

創刊に合わせ、映画・チャンネ

ルNECOでは、特別番組『没

後30年 石原裕次郎・映画の

軌跡～日活スターが語る魅力

～』を企画制作、提供とスポッ

ト展開を実施しました。また、7

月、8月編成で石原裕次郎特

集を実施、朝日新聞出版にご協力をいただき、視聴者プレゼントも

実施しました。公式HPでも展開したところ、視聴者からたくさんの応

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

ボーズ

●展開商品：Bose QuietControl 30 wireless headphones　●広告会社：MEDIACOM　●協力：学研プラス、エイベックス・エンタテインメント

アクトオンTV◆大人の趣味とライフスタイル

音響機器開発製造販売

Bose初の「ワイヤレス・ノイズキャンセリングヘッドホン」の認知・体験をテーマにクロスメディア

「みんなの学びラボ」にご参画いただきました。

アクトオンTVでは街頭インタビューやBose日本支社でのノイズキャンセリング体験、実際の

ユーザー3名の密着など徹底的に深堀りした番組に仕上げました。番組視聴者プレゼントに

は2,000名以上の反響の声がありました。エイベックス社のワークショプでは60名の一般応

募参加者に直接ノイズキャンセリングを体験してもらい、その様子を収録しました。学研プラス

社では、雑誌「GetNavi」「GetNaviWEB」で、文字や写真でわかりやすくヘッドホンの説明

をするとともに、人気連載マンガ「今日も下版はできません！」の作者が体験した様子をマンガ

化して掲載するなど、各社のメディア

力を生かし展開しました。結果として

20代～60代までの視聴者、参加者、

読者へ広くノイズキャンセリングを体験

してもらうことで、自分なりの使い方が

創造できることを提案できました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

マテル・インターナショナル

●展開商品：バービー ドリームトピア

海外アニメ！カートゥーン ネットワーク

玩具・遊戯用具の
輸入・販売

1959年にマテル社より発売さ

れたバービーの着せ替え人形。

2016年年末より新シリーズ・バー

ビー ドリームトピアのプロモーショ

ンに際し、カートゥーン ネットワーク

では、アニメ『バービーシリーズ』の

一挙放送を展開。また、ドリームト

ピアシリーズの吹き替えナレーショ

ン版CMを制作しました。商戦期を

中心に1クールに1回アニメ『バー

ビーシリーズ』の特番編成を設定

し、CMの集中投下を展開してい

ます。さらに、公式サイト（PC版・ス

マホ版）、スマホアプリ、メルマガで

のバナーを年間を通じて提供し、

プロモーションを立体化、販売サイ

トへの誘導を図っています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

各 社

●展開商品：各種　

キッズステーション

各　種

『子育てTV ハピクラ』や『れいぞうこのくにのココモン』等キッズ

ステーションのキャラクターIP（知的財産）を使用した映像・CM制

作やイベントの実施、キッズステーション公式YouTubeや動画視

聴アプリでの展開等、さまざまな方法で商品・サービスの訴求が可

能です。2017年2月には主婦の友社との連携により、『れいぞうこ

のくにのココモン』を同社主婦向け雑誌にて紹介。対してキッズス

テーションでは該当雑誌のCM訴求を行う等、他媒体との連携によ

りターゲット層のタッチポイントを広げる取り組みも行っています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

キャン展 …キャンペーン展開

制作 …番組制作

提供 …番組提供

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
「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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デサント

●展開商品：「ツール・ド・フランス 2016」オフィシャルスポンサー

J SPORTS

繊維製品

「ツール・ド・フランスのオフィシャルスポン

サーであるということの認知促進、ブランディ

ングをしたい」と考えるクライアントの要望に

応えるべく、同じく日本におけるオフィシャル

ブロードキャスターである J SPORTSと、オンデマンド・Twitterを活用

したキャンペーン・イベント・番組提供など、多角的かつ共同プロモー

ションに近い形での座組みを展開しました。

J SPORTSオンデマンドでは、人気サービス「マルチカメラ」ペー

ジの背景を、スポンサーのクリエーティブとする企画を立案。通常の

サイドバナー広告やディスプレイ広告などのサイトの一部を使うので

はなく、「ページ全体を広告面」として売りだした新たな施策を実施し

ました。

また、番組中毎日レース展開を予想するプレゼントクイズを実施

することにより、視聴者の興味喚起を行いました。またすでにサイク

ルファンに認知されている#jspocycleと、クライアントのワールドワ

イドハッシュタグを付けるTwitterキャンペーンを実施し、ブームアップ

を図りました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

METROCITYJAPAN

●展開商品：METROCITY2016秋プロモーション

女性チャンネル♪ LaLa TV　

ファッション
ブランド

日本ではオンライン展開のみであ

るアパレルブランドの日本ローンチ

に向けたブランディング企画を実施。

SEOUL FASHION WEEK内で

行われた同ブランドのショーを取材

し、オリジナル番組『Beauty Geek』

内で特集、またミラノ店のオープニ

ングパーティーも取材し情報番組

『LaLaLuxe』内で特集しました。

また並行して撮影した素材で7分尺のブランド紹介VTRを制作し、

WEBページや展示会などで活用し、ブランドイメージの訴求に貢献

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

ヤマハミュージックジャパン

●展開商品：ヤマハ英語教室　●広告会社：アサツー ディ・ケイ

キッズステーション

教　育

ヤマハ英語教室とキッズステーションのオリジナル番組『子育て

TV ハピクラ』とがコラボした映像を複数制作し、ヤマハ英語教室

のメソッド「リズムで育つヤマハの英語」の訴求を行いました。

映像はヤマハ英語教室の先生とキャラクターのHoppyといっしょ

に、ハピクラのキャラクター達がヤマハ英語教室のレッスンで実際

に行っている歌やダンスを踊り、画面の前の子供たちに楽しんでも

らえるよう制作しました。

放送のみならず、ヤマハ英語教室のHPや公式YouTube、教室

のロビー、また、『子育てTV ハピクラ』公式YouTube、動画視聴ア

プリでも展開し、何時でも映像を楽しむことができるようにすることで、

ヤマハ英語教室のメソッドを感じてもらう機会を増やし、入会や体験

レッスンへの誘導のきっかけとしました。

▶︎ヤマハ英語教室×子育

てTVハピクラコラボ映像

h t t p s ://s c h o o l . j p .

yamaha.com/english_

school/movie/#RM

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

ターキッシュ エアラインズ

●展開商品：ターキッシュ エアラインズ

チャンネル銀河

航空・運輸

2017年8月よりトルコの歴史ドラ

マ『オスマン帝国外伝～愛と欲望

のハレム～』全48話を日本初放送

しました。トルコのドラマは日本ではこ

れまで放送されておらず、このドラマ

が日本初上陸となり、イスタンブール

に本社を置くトルコのフラッグ・キャリ

ア「ターキッシュ エアラインズ」の冠

提供にて、放送となりました。

放送に先駆け、2017年6月28日、

六本木ヒルズクラブにて「トルコドラマ日本初上陸記念パーティ～ト

ルコのドラマと食文化に触れる夕べ～」を開催。第1話・2話のダイ

ジェスト版上映に続き、トルコ料理を囲む懇親会も行い、さらなるドラ

マの認知拡大を図りました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

甲羅グループ

●展開商品：「赤から」フランチャイズ募集
●広告会社：東通メディア

スーパー！ドラマTV & ヒストリーチャンネル™

飲食業

「かに料理甲羅本店」「炉

ばたの旬蔵」「えびす家」「焼

肉カルビ一丁」など30を超え

る業態の飲食チェーン店を展

開している甲羅グループ。そ

の業態の中から全国300店

舗に向け急成長している「赤

から」の14分インフォマーシャ

ルを制作・放送すると共に、スーパー！ドラマTVの特設情報サイト

『Super! Biz File』においても露出を展開。「赤から」でしか味わえ

ない名物「赤から鍋」と「鶏セセリ」など、メニューの魅力を伝えると

共にフランチャイズ成功の秘密を紹介しました。

インフォマーシャルの他に、60秒の企業向けフランチャイズ募集

告知も制作、合わせて放送することでインフォマーシャル全体を通じ

てBtoBの企業メッセージとなるよう構成し、甲羅グループの営業

ツールとしてもご活用いただいています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

龍角散

●展開商品：龍角散ダイレクト
●広告会社：朝日広告社/博報堂DYメディアパートナーズ

東北新社グループ（クラシカ・ジャパン）

食　品

日本唯一のクラシック音楽専門

TVチャンネル「クラシカ・ジャパ

ン」内で、スポンサーのスポット素

材“「龍角散ダイレクト」ノドを健や

かに龍角散 篇”を展開しました。

親和性の高いクラシカ・ジャパンで

『ベートーヴェンの交響曲第9番

（第九）』やオペラなど歌（＝ノド）

に関連した番組の枠内でスポット

展開することで効果的に発信することができました。

また、クラシカ・ジャパン加入者やBtoB向けに発行しているプログ

ラムガイドにも「龍角散ダイレクト」の広告出稿展開を実施すること

で、さらなる訴求を実施しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

宗像地域共同事業実行委員会

●展開商品：観光促進
●広告会社：JTBコミュニケーションズ九州

旅チャンネル

自治体

「神宿る島 宗像・沖ノ島と関連遺

産群」が2009年1月にユネスコ世

界遺産暫定リストに記載され、2017

年5月に一部が世界文化遺産に登

録されました。旅チャンネルでは観光

促進を図るため、世界遺産登録前

の2016年10月に、宗像・沖ノ島の

歴史や国宝の魅力をお伝えし、また

関連遺跡群の地・福津市と宗像市

を散策する30分の旅番組を制作・

放送しました。また制作した番組を

WEB等での

配 信や市 役

所 の 館 内モ

ニターでの利用など幅広く二次利用を可能

にすることで、沖ノ島をPRすることができ、よ

り関心を持ってもらうことができました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

広告事例 クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

キャン展 …キャンペーン展開

制作 …番組制作

提供 …番組提供

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
「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索

野村ホールディングス

●展開商品：企業ブランド
●広告会社：博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ

ゴルフネットワーク

ゴルフネットワークが放送す

るPGAツアー中継映像から、

松山英樹の活躍シーン5秒間

を野村ホールディングスへ国

内限定1年間における映像使

用を販売しました。

同社は契約プロ・松山英樹

の試合映像を活用した企業

CMを3パターン制作及び編集

され、地上波、WEB等で適宜

ブランド・コミュニケーションを展開。ゴルフネットワークがPGAツアー

の国内唯一の正規代理店としてフッテージ映像権利を有すが故、新

しいビジネススキームが構築でき、クライアントニーズに応えられました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

証券業
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アシックスジャパン
森永製菓
モンデリーズ・ジャパン

●展開商品：スポーツウェア/おいしいコラーゲンドリンク/
　　　　　 リカルデントガム

FOX

スポーツ用品製造販売/
菓子等製造販売/
食品・飲料会社

2016年9月17日から3日間、パシフィコ横浜で開催された「ヨガ

フェスタ2016」に、FOXがFOX BEAUTY LOUNGEを展開。この

イベントブース協賛と10月に放送した特別編成「FOXスポーツの秋

スペシャル」の番組提供をパッケージ化したプランに、3社からご出

稿いただきました。

3日間で約4万人が来場したイベント会場のブースでは、ヨガウェア

の展示や飲料・ガムのサ

ンプリングを実施。また、

ブースのモニターでは、ク

ライアントのインフォマー

シャルや10月の特別編成

の番宣を上映しました。 

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

PADI

●展開商品：ダイビングスクール

ナショナル ジオグラフィック

ダイビング教育機関

PADIとナショジオの夏の恒例プロジェクトは、2016年で11年目

を迎えました。ナショジオでは7月18日「海の日」から１週間、特別編

成「PADI Presents マリンウィーク」を放送。その放送枠を中心に

視聴者よりご参加を募り、親子イベント「PADIマリンスクール」を8

月25日に沖縄・恩納村にて実施しました。

2016年は合計20名の親子が参加してサンゴの苗作りを体験し、

その後は海中展望船に乗って、サンゴが海中でどのように保護・生

育されているかを学び

ました。この模様は後

日、3分のミニ番組『ナ

ショジオNEWS』とし

て放送しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

マンガ倉庫グループ

●展開商品：マンガ倉庫
●広告会社：BBDO J WEST/I&S BBDO

ヒストリーチャンネル™

中古品小売業

「マンガ倉庫に来れば“お

宝”が発見できる」。マンガ倉

庫グループは、全国に店舗

展開する日本最大級のエン

ターテイメント・リサイクル

ショップです。ヒストリーチャン

ネルで放送中の“お宝”に熱

い情熱を注ぐ男たちのシリー

ズ『お宝ガチンコSHOW』の

中から3番組をセレクトし、

2016年7月より番組提供し

ていただいています。

番組出演者たちの個性的で魅力あふれるキャラクターと、次 と々

登場するヴィンテージの名品・珍品は必見。日本文化が誇る“おたく

グッズ”や限定商品、プレミアム商品が豊富なマンガ倉庫グループと

の親和性は高く、「マンガ倉庫」HPと『お宝ガチンコSHOW』特設

サイトとのクロスプロモーションも実施しています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

コーワ

●展開商品：ひなた（布団クリーナー）
●広告会社：アイ・アンド・キューアドバタイジング

ファミリー劇場

布団クリーナー製造販売

ファミリー劇場が年末に実施する、クライアントの商品を買い取ら

せていただくプレゼントキャンペーンにて、布団クリーナー「ひなた」

の発注をいただきました。

布団クリーナーとして初の

熱風循環機能により、キャッチ

したダニを100％退治する、優

れた商品です。このキャンペー

ン中、応募数はプレゼント全

商品の中で最も多く（2,189

名様からご応募をいたきまし

た）、コーワから一定の評価を

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

田辺三菱製薬

●展開商品：タナベ胃腸薬ウルソ
●広告会社：ビデオプロモーション　

ディスカバリーチャンネル

製　薬

年齢とともに多くなる

「脂肪による胃もたれ、

消化不良」。M2・M3

層のビジネスマンが多

い、ディスカバリーチャ

ンネルの視聴者に向

けて、その原因の解説と、有効な解決策の一つである胆汁酸の分

泌を促すウルソデオキシコール酸の働きを紹介するアニメーション

映像を制作し、歓送迎会シーズンに放送。タナベ胃腸薬ウルソの

プロモーションに活用しました。

制作した映像は、JAPANドラッグストアショーや店頭等でも二次

利用いただきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

品川区（東京都）

●展開商品：観光PR　●広告会社：ケーブルテレビ品川

ディスカバリーチャンネル

自治体

日本の古き良き日常を満喫できるスポットを多く有する東京の品

川区。

ディスカバリーチャンネルでは外国人観光客誘致を促すオリジナ

ル動画シリーズ「By yourside 

Shinagawa」を制作しました。

品川区内のスポットを女性

リポーターが実際に訪れ、グル

メ、ショッピング、伝統文化など、

品川区ならではの体験を紹介

しています。

オンエアは、国内および海

外で行い、さらにケーブルテレ

ビ品川の協力も得て、ケーブ

ルテレビ品川、イッツ・コミュニ

ケーションズでも放送しました。

制作した映像は、SNSや展

示会等でも二次利用いただき

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

あきゅらいず

●展開商品：石鹸セット　●広告会社：Dダイレクションズ
●協力：ファインドスター

ファミリー劇場 等

化粧品製造販売

洗顔石けんなどの化粧品の通信販売を手掛けるあきゅらいずは、

CS約20局にインフォマーシャル（通販CM）を実施しました。その中

で、例えば、ファミリー劇場の出稿にて2017年実績、14分枠広告

等で、洗顔石けん「お試し

詰合せ」のインフォマー

シャルを放送しましたとこ

ろ、10～30件のレスポン

スを獲得した事例もあり、

CS局はレスポンスが相対

的に良いと好評をいただ

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

国際スポーツ振興協会
ジャガー・ランドローバー・ジャパン
ロッテ

●展開商品：時計/車/お菓子

FOXスポーツ＆エンターテイメント

2008年賞金女王に

輝いたプロゴルファーの

古閑美保を講師に迎え、

初心者から上級者まで

に役立つゴルフレッスン

番組『古閑美保のスマー

トゴルフレッスン』をロッテ皆吉台カントリー倶楽部にて収録。

番組冒頭では、古閑美保がジャガーの車で登場しました。前半は

古閑プロとゲストの若手プロ、竹村真琴によるラウンドプレイ。後半

のレッスンコーナーではさまざまな局面に対応したテクニックを披露

してもらいました。

番組内では冠協賛社のISPS HANDA（国際スポーツ振興協会）

の看板をティーグラウンドに設置。また腕時計、自動車のプレースメ

ント、そして提供各社の視聴者プレゼントを実施しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

スポーツ振興事業/自動車輸入販売/菓子製造販売

広告事例 クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

キャン展 …キャンペーン展開

制作 …番組制作

提供 …番組提供

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
「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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学校法人 片柳学園

●展開商品：GG NEXT 2016 supported by 日本工学院
●広告会社：スペースアンドセリングディレクション　

MUSIC ON! TV

専門学校

「ジョージ・ウィリアムスが音楽業界の次世代を担う若者と共に作

り上げる、全く新しいイベント」をコンセプトに、『GG NEXT 2016 

supported by 日本工学院』を開催し、特番をオンエアしました。

2回目となる今回はストレイテナーが出演。イベントの企画運営か

ら当日のイベント制作・舞台制作にいたるまで、学生がアーティスト

と共に実施。MUSIC ON! TVでは学生がイベントを成功させるべ

く奮闘する模様を中心にしたドキュメント番組を制作。クライアントか

ら高い評価をい

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

YKK AP

●展開商品：企業ブランド　●広告会社：アサツー ディ・ケイ

ムービープラス

住宅設備

YouTubeのYKK APオフィ

シャルチャンネル内コンテンツ

拡充を狙って、若手監督を起用

したショートムービーをムービー

プラスプロデュースで3本制作

しました。設定キーワードは「窓」

のみとし、監督たちの自由な発

想が引き出せるショートムービー

企画を醸成。公開はYouTube

上のみとし、チャンネルではサイ

ト誘引告知スポットを制作、オン

エアを実施しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

Forevermark

●展開商品：企業ブランド

ムービープラス

ダイヤモンドブランド

Forevermarkが発信した

いブランドメッセージがちり

ばめられた60秒コンテンツ

を、元TBSアナウンサーの

海保知里さんナビゲートで

「女優編」「社会貢献編」

の2タイプ制作しオンエア。

「女優編」ではムービープラ

スがオフィシャルブロード

キャスターであるカンヌ映画

祭の映像をフル活用し、世

界のセレブリティに愛される

Forevermarkブランドを効

果的に訴求しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

小正醸造

●展開商品：オリジナル芋焼酎 雀士の風

MONDO TV

アルコール飲料製造販売

鹿児島市の酒類醸造会社、

小正醸造は、さつま小鶴、蔵の

師魂、小正の梅酒、メローコヅル

をはじめとした本格焼酎の蔵元

です。麻雀好きにはたまらない麻

雀牌をイメージしたボトル「雀士

の風」を蔵元のオンラインショッ

プのみで販売していましたが、新

たな顧客を開拓するための手段

を模 索していました。そこで

MONDO TVは麻雀との親和

性が非常に高いため、『麻雀バ

トルロイヤル生放送スペシャル』

において、出演者による生コ

マーシャルとMONDO TV内で

15秒スポットCMを放送したところ、視聴者からの問い合わせが殺

到し、大きな反響を得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

広告事例

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、番組の認知向上を目的に「衛星放送協会オリジナル番組アワー
ド」を2011年に創設しました。今年で7回目を迎え、応募数は「オリジナル番
組賞」７部門に101、「オリジナル編成企画賞」は20、合計121に及び、昨年
を11上回っただけでなく、各部門の応募作品レベルも年々向上しています。

授賞式は2017年7月13日（木）に千代田放送会館で行われ、司会は元
TBSアナウンサーの桝田絵里奈さんが務めました。各部門の最優秀賞8作
品と、惜しくも最優秀賞を逃した審査委員特別賞4作品が表彰され、受賞者
には審査委員よりトロフィーが授与されました。

また、最後に「オリジナル番組賞」７部門の最優秀賞から「大賞」１作品が
発表され、今年は昨年に続きバラエティ番組部門からの選出となり、ファミリー
劇場で放送された「KNOCK OUT（ノックアウト）～競技クイズ日本一決定戦
～」に決定しました。吉岡 忍審査員長からは、「視聴者参加型クイズ番組の
消滅は、痩せ細っていく地上波テレビの象徴だったが、テレビのエネルギーは

オリジナル番組賞 番 組タイトル 放送チャンネル名

ミニ番組・番組PR部門 日本映画専門チャンネル×サバイバルファミリー
矢口史靖の「映画の常識、それほんと！？」 日本映画専門チャンネル

バラエティ番組部門 ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ（ノックアウト）～競技クイズ日本一決定戦～ ファミリー劇場

ドキュメンタリー番組部門 爆走風塵  ～中国・激変するトラック業界～ ＮＨＫ ＢＳ１

アニメ番組部門 甦るノルシュテインの世界 #1「霧の中のハリネズミ編」 イマジカＢＳ

中継番組部門 ゆる～く深く！プロ野球 ＮＨＫ ＢＳ１

情報番組・教養番組部門 英国男優のすべて  英国男優はこうして作られる ＡＸＮミステリー

ドラマ番組部門 ドラマW  稲垣家の喪主 ＷＯＷＯＷプライム

オリジナル編成企画賞 追悼　演出家・蜷川幸雄 日本映画専門チャンネル

部 門 名 番 組タイトル 放送チャンネル名

バラエティ番組部門 めざせ！オリンピアン“野獣”松本薫 ×“ビビり”１５歳
柔道  世界のワザと心を本気で伝授！ ＮＨＫ ＢＳ１

ドキュメンタリー番組部門 国際共同制作プロジェクト 格闘ゲームに生きる ＷＯＷＯＷプライム

アニメ番組部門 鬼平 時代劇専門チャンネル

オリジナル編成企画賞 渥美清さん没後20年 “寅さん”特集 ＮＨＫ ＢＳプレミアム

番 組タイトル 放送チャンネル名
KNOCK OUT（ノックアウト） ～競技クイズ日本一決定戦　（バラエティ番組部門） ファミリー劇場

◆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）、小峰健二（朝日新聞東京本社 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）、千葉厚子（スカパーJSAT株式会社）

衛星放送のなかに引き継がれていた。しぶとく、しかも、いかにも衛星放送らし
く、奇形ともいえる超難問のクイズ番組として。本作には、視聴者像の多様
化・多極化に対応する衛星放送の可能性を楽しく示している」と講評が述べ
られました。

今年も最優秀賞作品に出演したゲストが祝福に駆け付け、中継番組部門
では、ナイツの塙 宣之さん、ドラマ番組部門では広末涼子さんと、主演を務め
た子役の金成祐里くん、そして大賞も獲得したバラエティ番組部門では「浪
速のクイズ女王」の奥畑 薫さんと番組の主宰者やついいちろうさんがユーモ
ア溢れるスピーチで会場を沸かせ、盛大な授賞式となりました。こうした話題作
りにより、来場した取材メディアも昨年を上回りました。

今年のアワードでは、受賞作品の認知向上を図るため、「大賞」以外の受
賞作品を授賞式の１カ月前に発表して、WEBサイトで作品情報を視聴者に
発信し続けました。また、応募と審査はDVDからクラウドに変更し、負担軽減
を図っただけでなく、授賞式後にクラウドを使って会員社とプレスに向けて受
賞作品の視聴機会を設けました。

オリジナル番組アワード受賞者と登壇ゲスト、最終審査員の皆さん

★ 審査委員特別賞

★ 最優秀賞

　　 大 賞

★ 最終審査委員 （敬称略）

一般社団法人衛星放送協会 第7回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード
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