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分析事例（子育て世帯）

1,061万世帯
（2016年6月調査時）

×

ペイテレビ視聴可能世帯

35.0％ × ＝

子育て世帯のシェア

91.43％
（2017年6月  2週間の累積）

累積到達率

約340万世帯

平均接触率
2017年6月調査

■世帯全体を上回る時間帯

  平日 土 日
 5時 0.88 2.62 1.56
 6時 2.43 2.98 4.87
 7時 2.99 4.80 5.24
 8時 2.51 8.41 4.90
 9時 3.19 8.25 4.69
 10時 3.40 7.39 6.22
 11時 3.29 8.05 7.90
 12時 2.83 7.99 6.73
 13時 4.15 7.37 8.17
 14時 3.97 6.63 7.63
 15時 4.15 7.71 8.44
 16時 4.57 7.05 9.35 ＝約193万世帯

（2016年6月調査時） 2017年6月
2週間の累積（　　　 ）

1,061万世帯×

ペイテレビ
視聴可能世帯

35.0% ×

子育て世帯の
シェア

51.90%

累積到達率

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）

アドベンチャー・タイム
（カートゥーンネットワーク）

妖怪ウォッチ
（キッズステーション）

「アドベンチャータイム」
TM & © 2017 Cartoon Network.

「妖怪ウォッチ」 ©L5/YWP・TX

子育て世帯では
特に「土曜日7～14時」
の接触率が高い

この時間帯の接触率の高い番組…

土曜日7～14時の
ペイテレビは

約193万世帯に届ける
パワーを持っている

■ 地上波計
■ 無料衛星放送計
■ ペイテレビ計

土曜日7～14時の子育て世帯の視聴シェア 2017年6月調査　土曜日7～14時の平均接触率からシェアを算出
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9時台からペイテレビ視聴の
シェアが20％を超え、

11時台には32％に達する

　　　　　 　　　　　　　　 家族で見ることが多い
テレビ番組を見ているときは、チャンネルをあまり変えない

CS/BSペイテレビを…

　　　　　　　　　  テレビCMをよく見る
人気や流行を知るために広告には大いに関心がある

広告について…

　　　　　　　　　　　学習塾、レジャー施設、知育・学習・受験のための
通信教育、乗用車、育児・ベビー用品、家庭用テレビゲーム 

関心商品広告は…

積極的に情報を取りに行く
インターネットで情報収集することがよくある

休日は外出することが多い
スポーツをする以上は本格的に取り組みたい

見ている番組…
劇場版「名探偵コナン 紺碧の棺」（キッズステーション）
「Doraemon」（ディズニー・チャンネル）、「クレヨンしんちゃん」（テレ朝チャンネル1）
「おかしなガムボール」（カートゥーンネットワーク）

世帯年収は854.7万円

子育て世帯（15才以下あり）のボリューム

子育て世帯（15才以下あり）のペイテレビ視聴ゾーン

子育て世帯（15才以下あり）の世帯像

チャンネル紹介

【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

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	第1営業部	広告営業担当
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	©	2017	Cable	News	Network.

【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

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。 『暁エクスプレス』

【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

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：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/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】	20～60代のビジネスマンニュース

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

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	 映画・チャンネルNECO
29	 ザ・シネマ
30	 シネフィルWOWOW
30	 スターチャンネル
30	 日本映画専門チャンネル
30	 V☆パラダイス
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
31	 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
32	 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！）	

33	 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	 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	 BSスカパー！
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
35		 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

ニュース

ドキュメンタリー

スポーツ

映　画

ド	ラ	マ

総合エンターテイメント

趣味・娯楽・教育・教養

ア	ニ	メ

音　楽C O N T E N T S

「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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【メインターゲット】 20～50代女性ドキュメンタリー

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://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。 Credit :Discovery Communications

【メインターゲット】 5～60才の男女ドキュメンタリー

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://natgeotv.jp/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】 知識欲旺盛、かつアクティブな30代以上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
〒105-0003 東京都港区西新橋2-35-2 ハビウル西新橋 12階
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-6450-1626　担当部署FAX：03-6435-6250
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

165ヶ国、3億世帯以上で視聴されている世界
最大級の歴史エンターテイメント専門チャンネ
ル。古代文明からポップカルチャーまで幅広く網
羅し、歴史に隠された真実に迫りつつ、史実や
文化から見えてくる今と未来を“楽しみながら感
動する”独自の視点で伝える新感覚の歴史エン
ターテイメント。 ©2017 A&E Television Networks. All rights reserved.

【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

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：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
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】 20～50代男性ドキュメンタリー

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。 Credit :Discovery Communications

【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

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://natgeotv.jp/tv/

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。

©Cory Richards（slash）National Geographic Creative.

【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

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

ラインアップの幅広さで選ぶならGAORA 
SPORTS！
プロ野球（阪神・北海道日本ハム）をプ
レーボールからゲームセットまで完全中継！
男子世界テニスツアー（ATP）、プロレス・
格闘技、モータースポーツ、Vリーグ、フィ
ギュアスケート、サッカー、ゴルフなど様 な々スポーツをお届け。 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、キャンプなど関連番
組を徹底放送！ゴルフは国内50大会以
上を放送！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2017』 Photo：Getty Images

【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：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
http://www.jsports.co.jp

J SPORTS 1

プロ野球中継（広島・楽天）や、国内（日本
代表・トップリーグ・大学・高校）や海外（スー
パーラグビー・代表テストマッチ）ラグビー、ア
ルペンやモーグルなどスキー、卓球・バドミン
トン・柔道等国内外の中継が充実。※2017

年実績 『ジャパンラグビー トップリーグ17/18』
©2017, JRFU Photo by S.IDA  Photo by Yuuri Tanimoto

【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：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
http://www.jsports.co.jp

J SPORTS 3

プロ野球中継（オリックス・楽天）やMLB、
スーパーフォーミュラ・WRC・WEC・
WTCC・スーパーバイク等モーター、B
リーグ、スキージャンプ、WWEロウ・スマッ
クダウン、柔道、ドキュメンタリーも充実。
※2017年実績

『WRC世界ラリー選手権2017』 ©トヨタ自動車

【メインターゲット】 20～50代の男性スポーツ

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！

2017©YOMIURI GIANTS 菅野智之選手

【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：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
http://www.jsports.co.jp

J SPORTS 2

プロ野球中継（中日・楽天）や、プレミアリー
グ、インターナショナルチャンピオンズカップ
などサッカー中継、フットサルFリーグ、デイ
リーサッカーニュースFoot！などサッカー番
組、高校バスケ中継が充実。※2017年実績

『17/18 イングランド プレミアリーグ』
写真：アフロ

【メインターゲット】 20～30代男女、40～50代男性スポーツ

株式会社ジェイ･スポーツ
〒135-8668 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
http://www.jsports.co.jp

J SPORTS 4

MLB、プレミアリーグ、インターナショナル
チャンピオンズカップ、ツール・ド・フランス
などサイクルロードレース、SUPER GTな
どモータースポーツ、フィギュアスケート等
注目のスポーツを長時間生中継。※2017

年実績 『Cycle＊2017 ツール・ド・フランス』
©Yuzuru SUNADA

【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

スカパーJSAT株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-14
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-5571-7298　担当部署FAX：03-5571-1753
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】 映画・ドラマ好きの20～60代の男女映　画

日活株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-12
担当部署名：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、石
原裕次郎主演作など日活作品をはじめと
するクラシック作品も充実のラインナップ！ 
レアなドキュメンタリーやドラマ、2Hサスペン
ス、アニメのほか、オリジナルのバラエティ
番組も豊富で、家族全員で楽しめて、マニ
アも納得のエンターテイメント・チャンネルです！ ©2017「闇の法執行人」製作委員会

【メインターゲット】 20～60代の男女映　画

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 広告営業
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！ 2017年11月ほか放送『大脱出』
Escape Plan © 2013, Artwork & Supplementary Materials © 2014 Summit Entertainment, LLC.  All Rights Reserved.

「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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【メインターゲット】 20～60代男女映　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
https://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を放送中。
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、勝新太郎・市川雷蔵
の代表作をお送りする「カツライス劇場」など、バ
ラエティに富んだ特集企画の数々は必見です。
2017年10月・11月ほか放送『あゝ 、荒野<完全版>』（R-15） ©2017『あゝ 、荒野』フィルムパートナーズ

【メインターゲット】 オールターゲット映　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：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
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！

『マイ・インターン』 © Warner Bros. Entertainment Inc.2017年12月ほか

【メインターゲット】 40代以上の男女ド 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】 40～50代の男性映　画

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：広告営業
担当部署TEL：03-6403-3656　担当部署FAX：03-6403-3698
http://www.star-ch.jp

スターチャンネル

最新メガヒット映画から不朽の名作、日本唯一
の吹替専門チャンネルによる吹替作品の数 な々
ど、映画専門チャンネルならではの多様なライン
ナップを編成。また、『ゲーム・オブ・スローンズ』な
どの映画級のクオリティの話題の海外ドラマも、
最新シーズンを独占日本初放送でお届け！『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』

© 2017 Warner Bros. Ent.  Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights © JKR

【メインターゲット】 30～60代の男女映　画

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。

『ライオンハート』 © 1990 IMPERIAL ENTERTAINMENT.

FOXムービー

【メインターゲット】 30～50代の男女ド ラ マ

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】 40代以上の男女ド ラ マ

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
https://www.jidaigeki.com/

『鬼平犯科帳』『剣客商売』『暴れん坊将軍』『遠山の
金さん』『必殺』シリーズなど時代劇だけを毎日放送中！
さらに、時代劇専門チャンネルだけでしか見られない、新
作オリジナル時代劇も毎年制作。2017年は藤沢周平
の名作時代小説『橋ものがたり』から3篇を映像化。

『鬼平犯科帳』毎週日曜あさ9時ほか放送 ©松竹

時代劇専門チャンネル

【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

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

視聴可能世帯数日本最大の海外ドラマ専門
チャンネル！ 『MACGYVER/マクガイバー』

『SCORPION/スコーピオン』『ブラックリスト』
『クリミナル・マインド』『刑事コロンボ』など、話
題の最新作から誰もが知っている名作・傑作
まで、世界中から本格海外ドラマをセレクトして
放送。 『MACGYVER/マクガイバー』 ©MMXVII CBS Broadcasting, Inc. 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

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8  
THE WALKING DEAD TM & ©2017 FOX and its related entities. All rights reserved.©2017 AMC Networks Inc.

【メインターゲット】 30～60代ド 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】 12才以下の子どもおよびその保護者ア 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 & © 2017 Cartoon Network.

【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

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 広告営業
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

王道のドラマ・アニメ・バラエティからちょっと変化球なオカル
ト・声優・クイズ・コスプレまで、あなたを未知の楽しさで満たす
番組が満載！『西部警察』『連続テレビ小説 ごちそうさん』

『アルプスの少女ハイジ』『ウルトラセブン』『ドリフ大爆笑』な
ど地上波系列の垣根を越えた新旧名作、AKB48や人気若
手声優が出演するオリジナル番組などを放送。家族全員が
楽しめるチャンネルです。『連続テレビ小説  ごちそうさん』 ©NHK

【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

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】 未就学児から４０代男女までのオールターゲットア ニ メ

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

チャンネル紹介

【メインターゲット】 30代以上の男性映　画

株式会社ヒューマックスコミュニケーションズ
〒162-0067 東京都新宿区富久町9-11
担当部署名：映像事業部 営業グループ
担当部署TEL：03-3351-1183　担当部署FAX：03-3351-1415
http://www.vpara.com/

V☆パラダイス

任侠・アクション・金融ドラマ・セクシーなど
ジャンル多彩なVシネ、人気女優やタレント
が出演したお宝映画、プロ雀士から著名人
まで登場する麻雀対局、パチンコ・パチスロ
の実践攻略、旬な作品がどこよりも豊富な
グラビア、そしてバラエティ番組など豪華な
ラインナップ！ ©V☆パラダイス

【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WOWOWプラス
〒105-6026 東京都港区虎ノ門4-3-1
担当部署名：営業局 広告営業部
担当部署TEL：03-6702-0243　担当部署FAX：03-6702-0249
http://www.cinefilwowow.com

シネフィルWOWOW

名作にこだわり、厳選した映画・ドラマを放送す
る名画専門チャンネルです。劇場ヒット作から
不朽の名作まで、世界の名画を高画質で放送。
WOWOWの＜連続ドラマW＞、英国ドラマなど、
見ごたえのあるドラマシリーズもお楽しみいただ
けます。 「インディ・ジョーンズ」シリーズ一挙

『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』
TM & © 2008, 2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

「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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【メインターゲット】 6～12才のキッズとその家族ア ニ メ

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！！ 『ピクルスとピーナッツ』 © Disney

【メインターゲット】 10代後半～40代の男女音　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。

ポルノグラフィティ / SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2017

【メインターゲット】 10～40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：ビジネス・プランニング部
担当部署TEL：03-5549-7587　担当部署FAX：03-5549-7744
http://www.m-on.jp/

MUSIC ON! TV（エムオン！）

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

『リスアニ！LIVE 2017』Kalafina × LiSA

【メインターゲット】 2～7才のキッズとその家族ア ニ メ

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。
『ミッキーマウスとロードレーサーズ』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。『ミッキーマウスとロードレーサーズ』 © Disney

【メインターゲット】 40代以上の男女音　楽

株式会社WOWOWプラス
〒105-6026 東京都港区虎ノ門4-3-1
担当部署名：営業局 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

聴きたい歌が ここにある。
演歌、60～90年代前半のアイドル、フォーク
ソング、ポップス、ロックなどの名曲をたっぷり
お届けする日本で唯一の歌謡曲専門チャン
ネル。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】 30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!! イギー・ポップ：ロック・レジェンズ Provided by 3DD Entertainment

ミュージック・エア

【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

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

韓流・華流ドラマ＆映画を中心に厳選アジアエ
ンタメが大集合！ オリジナルにこだわるファンの
ため、話題作をノーカット、途中CM無し＆字幕
版でお届け。定番の人気作やエッジの効いた
良作、アジアで密かなブームのBL（ボーイズラ
ブ）作品も放送するオンリーワンチャンネル！

© STUDIO DRAGON CORPORATION

【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

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『天空麻雀』、
激アツ『パチスロ～ライフ』、最恐ホラー・
オカルト『超ムーの世界』『怪談のシーハ
ナ』ほかディープな番組満載！ 毎月新作
ゾクゾクのグラビア、任侠映画！話題作
充実の韓国ドラマも！ やんちゃな大人の
刺激的エンタメ！ ©エンタメ～テレ

【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

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：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
http://www.lala.tv

女性チャンネル♪ LaLa TV

女性チャンネル♪LaLa TVは、女性のライ
フスタイルに寄り添った、女性共感No.1
チャンネル。国内外のドラマ、韓流・K-POP、
音楽ライブ、料理・美容・旅などのライフスタ
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】 40代以上の大人世代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：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
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大河ドラマを始め、中国『王女未央
-BIOU-』、トルコ『オスマン帝国外伝』等の
日本初放送を含む世界各国の歴史ドラマ
から、『松本清張サスペンス』等の国内ドラ
マやNHKの豪華歌謡番組まで、大人世代
の番組をバランスよく編成！

© Tims Productions

【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

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！ 下町ロケット、
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、
最新音楽ライブ、アニメ＆特撮、プロ野球
完全生中継、映画、韓ドラ＆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】 30～50代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】 4～12才のキッズとその家族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！『ラプンツェル ザ･シリーズ』 © Disney

【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】 15～34才の男女音　楽

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
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-6870-7750　担当部署FAX：03-6870-7732
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。

『MTV VMA 2016』アリアナ・グランデ  Photo:Getty Images

MTV

チャンネル紹介

【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

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！ フィギュア・ボクシング・ゴルフ
などスポーツ充実！ 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一
挙放送！

『3年B組金八先生』シリーズ

「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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【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：営業局 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：総合事業局 コンテンツ事業センター コンテンツ事業室 ペイTV事業部
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

埼玉西武ライオンズ主催試合を全戦
完全生中継！
さらに、『ワンピース』『ドラゴンボール』な
ど人気アニメや地上波ドラマリピート、
韓流ドラマに加えフジテレビTWOオリジ
ナルドラマも充実。これは目が離せない！
『ワンピース』 ©尾田栄一郎／集英社･フジテレビ･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

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！

©新日本プロレス

【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：総合事業局 コンテンツ事業センター コンテンツ事業室 ペイTV事業部
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

今季も東京ヤクルト主催試合を全戦完
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』『われめDE
ポン』など、オリジナルのスポーツ番組、
バラエティ番組がぎっしり！
『SWALLOWS BASEBALL L!VE 2017』 ©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：総合事業局 コンテンツ事業センター コンテンツ事業室 ペイTV事業部
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、海外サッカーなど世界最
高峰のスポーツ中継から、『坂崎幸之助
のももいろフォーク村』や各種音楽フェ
ス、K-POPライブなど、プレミアム感たっ
ぷりのドキドキチャンネル！

『2017 F1グランプリ』 ©金子博

【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

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15回女流モンド杯』 TM & © 2017 Turner Japan

【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5 ホームズ＆ワトソン in NY』
2017年10月以降放送 ©2017 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

WOWOWプライム

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社WOWOW
〒107-6121 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル21F
担当部署名：エンターテインメントビジネス局 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。

『トリプルX：再起動』 2017年10月以降放送 ©2017 Paramount Pictures.

WOWOWシネマ

【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：03-6365-8400　担当部署FAX：03-6365-8023
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。 片山右京の車談シリーズ

カーレビュー

【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

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

釣りビジョン

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

『SALT Dreamer』

【メインターゲット】 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』
2017年10月以降放送（上段左より）ローマン・ゴンサレス、マニー・パッキャオ、ゲンナディ・ゴロフキン、

（下段左より）三浦隆司、サウル・カネロ・アルバレス、ホルヘ・リナレス ©NAOKI FUKUDA

【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 広告営業
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。
（生放送）第26期『銀河戦』予選 平藤眞吾七段 vs 藤井聡太四段 ©囲碁・将棋チャンネル

【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

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 & © 2017 Turner Japan

チャンネル紹介

【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

スカパーJSAT株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-14
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-5571-7298　担当部署FAX：03-5571-1753
http://www.skyperfectv.co.jp

BSスカパー！

スカパー！のチャンネルを契約した方は
全員無料で視聴できるオリジナルチャン
ネル。地上波では体験できないオリジナ
ル番組や国内外のスペシャルなアーチス
トのライブ、話題のスポーツ中継など、コ
コロ動くコンテンツをお届けします。

写真：アフロ

「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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