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【スマホ対応済み】 http://www.cab-j.org/
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〈ご挨拶〉
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2017年度広告総売上は、広告のインターネット

シフトの影響等により、前年比96.4%の202億円となり、残念なが

ら2年連続のプラス成長を達成することはかないませんでした。し

かし、厳しい市場環境の中で、6年連続で200億円台の売り上げ

を達成することができましたのは、長年にわたるアドバタイザー・広

告会社の皆様のお力添えによるものと、深く御礼申し上げます。

視聴契約件数が伸び悩みを見せる中、様々な動画配信サー

ビスの立ち上げなどにより、メディア間の競争は益々厳しさを増し

ている状況ではございますが、私たちは、本年4月に刷新した「機

械式ペイテレビ接触率共同調査」による調査結果やCAB-Jの

活動内容などを業界内外に向けてタイムリーに発信することなど

を通じて、CS/BSペイテレビのメディア価値ならびに認知の向上

に努めてまいります。

更には、様々な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

テレビと他のメディアやイベントなどを連動させた多角的な広告プ

ランを数多く開発しアドバタイザーの皆様にご提案しながら、売上

拡大の機会を追求してまいります。

ここに「CS/BSペイテレビ メディアデータブック2018－2019」

をお届け致します。

CS/BSペイテレビの特徴や様々な広告事例を数多くご紹介し

ております本データブックが、皆様のビジネスの一助になれば幸い

です。

アドバタイザー・広告会社の皆様におかれましては、私ども

CAB-Jに対しまして、一層のご支援

とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。

2018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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C O N T E N T S

ターゲティングができる唯一のテレビ放送
ニュース、ドキュメンタリー、スポーツ、映画、ドラマ、アニメ、音楽、総合エンターテイメン
ト、趣味・娯楽・教育・教養と細分化されたチャンネル毎の専門性を活かし、アドバタイザー
が求めるターゲットにダイレクトに届くプランをご提案します。

1

自由度の高い広告商品ラインナップ
番組提供やスポットCMだけでなく、番組編成連動、プロダクトプレイスメント、番組内パブ
リシティ、長尺インフォマーシャルなど可能な限りアドバタイザーのご要望に応じます。
「こんなことはできませんか？」というご質問をお待ちしています。

2

ペイテレビだからできるクリエイティブ
視聴者に馴染みのあるキャストやキャラクターの起用、特集番組での商品紹介など、専門
チャンネルの特長を活かした効果的な広告クリエイティブにも取り組んでいます。映像使
用許諾、キャラクター起用、キャスティングもお問い合わせください。

3

ユニークなクロスメディア展開
専門性の高い番組編成が魅力のペイテレビでは、ファンミーティング、音楽フェスなど各
種イベントを多数主催しています。また、ソーシャルメディアや雑誌とのクロスメディア、ア
ドバタイザー主催のイベントプロデュースなど複合的な広告展開もお任せください。

4

機械式接触率調査の更なる進化
プランニングをデータ面からサポートするため、機械式ペイテレビ接触率共同調査を実施
しています。2018年４月に世帯52週化と全国5地区化が実現しましたが、今後もアドバ
タイザーにとって有意義なデータをご提供できるよう取り組みを継続してまいります。

5

CS/BSペイテレビは専門多チャンネルの強みを活かし、私たちにしかできない広告商品をご提案します。

CAB-Jは、CS/BS	PAY	TELEVISION	ADVERTISING	BUREAU	JAPANの略称です

〈CS/BSペイテレビの特長〉
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CS/BSペイテレビの普及状況

CS/BSペイテレビとは、「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、CSとBSを合わせて160もの専門チャン
ネルが、衛星放送のスカパー！や全国各地の
ケーブルテレビ、IPTV等を通じて放送されて
います。
現在は、日本の総世帯数の25.8％に当た

る1,381万世帯（2018年6月現在）に普及
しており、衛星テレビ広告協議会（以下

CAB-Jでは、業界標準データとして「機械式
ペイテレビ接触率共同調査」を年間52週に
渡って実施し、ターゲット区分された視聴者
プロファイルごとに詳細な分析を行なってい
ます。その結果からは、CS/BSペイテレビの
視聴者には富裕層やアクティブな方々が多
いのが大きな特長となっています。

これまで、CS/BSペイテレビはご家庭のテ
レビで視聴するものでしたが、近年高まる視
聴ニーズに応えるべく、ネット配信にも積極
的に着手しています。
既に、スカパー！が提供している「スカパー！

オンデマンド」では、CS/BSペイテレビが番
組単位で視聴できるようになっており、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できるよう
になっています（＊）。
また、CS/BSペイテレビの中には、放送事

業者や番組供給者自らが自社サイトやアプ
リで、オンデマンド＆マルチデバイス視聴でき
るサービスも展開しています。
そして、いよいよ2018年12月からは、CS/

BSペイテレビにおいても4K実用放送が開

始されます。4K・8K放送チューナー内蔵テレ
ビやSTBの普及とともに、家庭内での4K・
8Kテレビ視聴も本格化する中、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の集まる超高精細テレビ
ジョン放送の牽引役としても大いに期待され
ています。

★東経110度 BSAT（BS放送）/JCSAT-110A（CS放送）
★東経124度/8度 JCSAT-3A & JCSAT-4B（CS放送）

※一部チャンネルや番組は、PCやスマホ、タブレットでも視聴できます

●スカパー！（約70ch放送）、WOWOW
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
つないで視聴します（要契約）

●スカパー！プレミアムサービス（約160ch放送）
CSアンテナ（JCSAT-3およびJCSAT-4受信）を設置し、専用チューナーとテレビを
つないで視聴します（要契約）

●ケーブルテレビ（J：COM、イッツコムなど。約40～100ch放送）
地元のケーブルテレビ局と契約し、ケーブルSTBとテレビをつないで視聴します

●IPTV（ひかりTV、auひかりテレビなど。約40～150ch放送）
各IPTV事業者と契約し、専用のSTBやスティックととテレビをつないで視聴します

●スカパー！プレミアムサービス光（約150ch放送）
対象エリアやサービス対応マンションの居住者がスカパー！と契約し、
専用チューナーとテレビをつないで視聴します

衛星放送波を直接受信しての視聴

専用ケーブルや光ファイバー

※一部チャンネルや番組は、PCやスマホ、タブレットでも視聴できます

ケーブルテレビや光ファイバーを
経由しての視聴

CS/BSペイテレビは約1,400万世帯で視聴されています

CAB-J）は、これらの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
います。
CS/BSで放送されている専門チャンネル

のジャンルは、ニュース、ドキュメンタリー、ス
ポーツ、映画、ドラマ、アニメ、音楽、総合エン
ターテイメント、趣味・娯楽・教育・教養と細分
化されています。それだけでも視聴者属性が
明確なターゲットメディアと言えますが、

（＊）IPリニア配信は、許諾を取った番組、広告等でチャンネル編
成を行なっています。

CS/BSペイテレビの基礎知識

CS/BSペイテレビは、専門性の高い多彩なジャンルの番組で
ターゲットを狙い撃ちできる、視聴者属性が明確なメディアです

オンデマンド、IPリニア配信でマルチデバイス視聴、そしていよいよ４K・8K放送へ

※	都道府県別世帯数は、「平成27年国勢調査」の結果を基にしております。

北海道 2,444,810 464,319	 19.0%
青　森 510,945 102,041	 20.0%
岩　手 493,049 93,549	 19.0%
宮　城 944,720 196,982	 20.9%
秋　田 388,560 88,527	 22.8%
山　形 393,396 66,809	 17.0%
福　島 737,598 114,898	 15.6%
茨　城 1,124,349 220,178	 19.6%
栃　木 763,097 160,454	 21.0%
群　馬 773,952 107,489	 13.9%
埼　玉 2,971,659 824,318	 27.7%
東　京 6,701,122 2,006,904	 29.9%
千　葉 2,609,132 786,750	 30.2%
神奈川 3,979,278 1,165,817	 29.3%
山　梨 330,976 42,414	 12.8%
新　潟 848,150 170,234	 20.1%

長　野 807,108 264,883	 32.8%
静　岡 1,429,600 333,293	 23.3%
愛　知 3,063,833 700,591	 22.9%
三　重 720,292 259,950	 36.1%
岐　阜 753,212 142,087	 18.9%
富　山 391,171 163,054	 41.7%
石　川 453,368 105,563	 23.3%
福　井 279,687 204,501	 73.1%
滋　賀 537,550 80,492	 15.0%
和歌山 392,332 79,495	 20.3%
京　都 1,152,902 201,457	 17.5%
大　阪 3,923,887 1,438,051	 36.6%
兵　庫 2,315,200 466,613	 20.2%
奈　良 530,221 134,541	 25.4%
鳥　取 216,894 88,978	 41.0%
島　根 265,008 72,610	 27.4%

岡　山 772,977 220,007	 28.5%
広　島 1,211,425 278,126	 23.0%
山　口 598,834 156,192	 26.1%
徳　島 305,754 77,019	 25.2%
香　川 398,551 90,695	 22.8%
愛　媛 591,972 156,416	 26.4%
高　知 319,011 76,761	 24.1%
福　岡 2,201,037 495,344	 22.5%
佐　賀 302,109 58,951	 19.5%
長　崎 560,720 165,028	 29.4%
熊　本 704,730 149,850	 21.3%
大　分 486,535 164,635	 33.8%
宮　崎 462,858 189,358	 40.9%
鹿児島 724,690 105,826	 14.6%
沖　縄 560,424 78,511	 14.0%
合　計 53,448,685 13,810,557 25.8%

都道府県名 世帯数 ペイテレビ
加入世帯数

都道府県別
普及率 都道府県名 世帯数 ペイテレビ

加入世帯数
都道府県別
普及率都道府県名 世帯数 ペイテレビ

加入世帯数
都道府県別
普及率

■東北 662,804世帯（19.1%）

■北海道 464,319世帯（19.0%）

■東海 1,435,920世帯（24.1%）

■近畿 2,400,648世帯（27.1%）■四国

400,891世帯（24.8%）

■甲信越 477,530世帯（24.0%）

■北陸 473,119世帯（42.1%）

■中国 815,912世帯（26.6%）

■九州･沖縄 1,407,503世帯（23.4%）

●DTH（スカパー!）加入数→3,184,662件 スカパーJSAT株式会社発表
●ケーブルテレビ加入数→6,823,800世帯 CAB-J調べ
●IPTV他加入数→921,882世帯 CAB-J調べ
●WOWOW加入数→2,880,213件 株式会社WOWOW発表

合計 13,810,557世帯

総加入

1,381万世帯
普及率25.8%
（2018年6月末現在）

■関東 5,271,911世帯（27.9%）

CS/BSペイテレビの加入世帯数と普及率の推移

都道府県別加入状況
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2015年1月から
WOWOW加入者も集計

CS/BSペイテレビの普及状況
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※機械式ペイテレビ接触率共同調査 （2018年2月2週目）

視聴者構成では、M3が3割強と最も高く
F3が2割強。3層で6割近くを占めます。

※機械式ペイテレビ接触率共同調査 1週間のリーチ、
　平均接触率共に2018年6月2週目（5～29時）

　・   ペイテレビ加入世帯（約1,093万）×1週間のリーチ（83.83％）＝約916万世帯

　・   ペイテレビ加入世帯（約1,093万）×平均接触率（5.22％）＝約57万世帯

　・   ペイテレビ視聴可能者数（約3,840万）×1週間のリーチ（58.94％）＝約2,263万人

　・   ペイテレビ視聴可能者数（約3,840万）×平均接触率（2.13％）＝約82万人

毎週約916万世帯、約2,263万人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57万世帯、約82万人が見ています

■CHILD　■TEEN　
■M1　■M2　■M3　■F1　■F2　■F3

ペイテレビの視聴者構成

9.3%

4.7%

2.8%

10.2%

3.8%

13.2%

23.8%

32.3%

ペイテレビ普及率 視聴量シェア

※機械式ペイテレビ接触率共同調査　
（2018年2月2週目）

※WOWOWを除いたペイテレビ加入
世帯数をもとに推計

ペイテレビの広告費

× =
地上波の広告費に
換算すると…

平成29年度CS/BSペイテレビ広告売上計
（CAB-J参加チャンネル計）

「2017（平成29年）日本の広告」をもとに
CAB-J推計

（ポテンシャル）

テレビの広告費 ペイテレビの広告市場

（20%×14.8%）

全国の世帯の
約20％

テレビ全体の
3.0%の視聴量

実際は…
202億円

ペイテレビ
計

14.8%

地上波
計

80.2%

無料
衛星放送
計

5.1%

580億円以上
の可能性

1兆9,478億円

CS/BSペイテレビ（以下ペイテレビ）の普及状況と、機械式ペイテレビ接触率共同調査のデータより推計された実視聴世帯数から、全国メディアである
ペイテレビの媒体力を示しました。また、同じテレビで視聴する地上波や無料衛星を含めた全テレビ放送に占めるペイテレビの視聴シェアを算出すること
で、ペイテレビ全体の広告価値を金額換算しました。

全国のペイテレビ視聴可能世帯数

ペイテレビ広告市場のポテンシャル

データに見るCS/BSペイテレビの特徴

機械式ペイテレビ接触率共同調査データの解析により、ペイテレビ全体におけるチャンネル毎のポジションをマッピングしました。

※機械式ペイテレビ接触率共同調査 （2018年4月～6月） 各チャンネルの5分以上接触者の性・年齢分布

30.0

65

男女比（％）

平
均
年
齢（
歳
）

60

55

50

45

40

35

30

35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0

● TBS NEWS

■ アニマルプラネット

ディスカバリー
■

ナショナル ジオグラフィック ■

■ ヒストリーチャンネル

■
 GAORA

ゴルフネットワーク
■

■ 日テレジータス
■ J SPORTS 1

J SPORTS 3
■

■ J SPORTS 2

■ J SPORTS 4

◆チャンネルNECO

◆日本映画専門チャンネル

◆ムービープラス
◆シネフィルWOWOW

◆ザ・シネマ

◆ FOXムービー

● AXN
● AXNミステリー

● 時代劇専門チャンネル

● スーパー！ ドラマTV

● ファミリー劇場

● FOX

▲ アニマックス

▲ カートゥーン ネットワーク

▲
キッズステーション

▲ MONDO TV

▲ TBS1

▲ TBS2

▲ LaLa TV

▲ チャンネル銀河

▲ FOXスポーツ＆エンターテイメント

● 釣りビジョン

● 旅チャンネル

● 囲碁・将棋チャンネル

■ 歌謡ポップスチャンネル

←男性比率が高い 女性比率が高い→

● ニュース　　■ ドキュメンタリー　　■ スポーツ　　◆ 映画　　● ドラマ　　▲ アニメ　　■ 音楽　　● 趣味・娯楽・教育・教養
▲ 総合エンターテイメント

■CHILD　■TEEN　
■M1　■M2　■M3　■F1　■F2　■F3

33.5%

9.6%
3.8%

8.9%

6.2%
4.5%

21.0%

12.5%

アニメチャンネル

■CHILD　■TEEN　
■M1　■M2　■M3　■F1　■F2　■F3

スポーツチャンネル

4.0%

10.4%

41.7%

8.7%

24.8%

3.8%
4.0%

2.5%

■CHILD　■TEEN　
■M1　■M2　■M3　■F1　■F2　■F3

海外ドラマチャンネル

3.6%
6.3%

8.3%

25.9%

9.4%

44.0%

1.3%

1.1%

■CHILD　■TEEN　
■M1　■M2　■M3　■F1　■F2　■F3

映画チャンネル

2.4%

3.0%
1.9%

8.2%

52.0%

8.7%

21.5%

2.3%

視聴経験者の男女比率と平均年齢によるチャンネルポジショニング
ペイテレビは多様なジャンルを放送しており、視聴者の男女比や年齢層も多岐にわたっています
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ここでは、ペイテレビ全体で最も高い視聴シェアを占めるM3に向けたプランニングについて、データを活用した事例をご紹介します。上段ではメディア別世帯到達率の推移、中段で世帯全体でペイテレビが視聴されている曜日時間帯別の傾向をヒートマップで表示。下段では、全テレビ放
送（地上波と無料衛星放送含む）における個人全体のペイテレビ視聴シェアをグラフにしました。

データに見るCS/BSペイテレビの特徴

13～16時台のペイテレビは、約333万人のM3に届けるパワーを持っており、
その時間帯に多く見られているチャンネルは、

スポーツ、総合エンターテイメント、映画、ドラマです

※機械式ペイテレビ接触率共同調査 （2018年2月2週目） 12～17時台 M3の平均接触率からシェアを算出

■ ペイテレビ計　■ 無料衛星放送計　■ 地上波計

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12時台 75.06.818.1

13時台 67.39.123.6

14時台 61.011.028.1

15時台 62.610.726.7

16時台 68.110.121.7

17時台 73.39.017.7

3,840万人（ ×

ペイテレビ視聴可能者数

20.9％ ）×

調査対象内のM3含有率

40.45％

累積到達率

約333万人

ポイント3：13～16時台のM3が持つポテンシャルパワーは？

ポイント1：M3のペイテレビ視聴シェアは13～16時台で2割を超えます

■ ニュース ■ ドキュメンタリー ■ スポーツ
■ 映画 ■ ドラマ ■ アニメ
■ 音楽 ■ 趣味・娯楽・教育・教養 ■ 総合エンターテイメント 

4.4% 5.6% 32.2% 18.9% 13.1%

1.6% 2.8%

18.9%

2.6%

※機械式ペイテレビ接触率共同調査 （2018年2月2週目） 13～16時台 M3の平均接触率から算出

ポイント2：13～16時台のM3の視聴チャンネルは？

2018 MDBより
全国のペイテレビ視聴可能者数

機械式ペイテレビ接触率共同調査
2018年2月2週目の個人全体に

対するM3の人数の割合

機械式ペイテレビ接触率共同調査
2018年2月2週目13～16時台

M3の累積到達率

分析：M3のペイテレビ視聴状況

■ ペイテレビ計

■ 無料衛星放送計

■ 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 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00

 3.74 4.99 6.90 8.38 9.98 9.72 10.51 11.38 12.11 12.20 13.20 13.90 15.31 16.24 14.46 15.16 14.76 12.54 11.85 9.87 7.87 5.85 4.63 4.00

 1.27 2.23 8.54 4.18 3.68 3.99 4.19 4.53 4.63 4.84 4.57 4.69 4.95 6.83 7.65 7.92 6.94 5.86 4.30 2.86 1.49 0.93 0.74 0.93

 18.16 42.42 57.48 59.63 47.05 35.31 35.92 42.60 39.78 34.25 35.55 38.66 46.61 57.55 64.07 64.57 64.68 59.90 48.10 29.49 15.96 8.38 5.40 6.35

90%

60%

30%

0%

※機械式ペイテレビ接触率共同調査 （2017年4月～2018年2月平均） 毎60分平均到達率／接触判定条件：5分以上

メディア別世帯到達率（週平均）の時間帯推移
ペイテレビは多様なジャンルを放送していることにより、幅広い時間帯で視聴されています

■…9.00％以上　　■…6.00～8.99％　　■…3.00～5.99％

※機械式ペイテレビ接触率共同調査 （2018年2月2週目）
　 世帯の曜日時間別接触率

ペイテレビ計の平均接触率

全曜日において安定的な視聴を
獲得している中で、
特に土日の接触率が高くなっています

■ ペイテレビ計
■ 無料衛星放送計
■ 地上波計

※機械式ペイテレビ接触率共同調査 （2018年2月2週目） 個人の平均接触率からシェアを算出

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10時台 76.06.617.4

11時台 73.25.021.7

12時台 78.45.016.5

13時台 73.95.720.4

14時台 68.46.625.0

15時台 69.76.523.8

16時台 75.06.118.9

17時台 77.45.417.2

18時台 80.95.114.0

ペイテレビが視聴されている曜日時間帯の傾向

メディア別の個人視聴シェア状況

月 火 水 木 金 土 日
5:00 2.12 1.11 1.72 1.60 1.23 2.62 2.52
6:00 1.80 1.54 1.55 1.66 1.64 2.13 3.17
7:00 3.05 2.58 3.10 2.42 2.54 2.07 3.60
8:00 3.83 3.03 3.44 2.96 3.57 4.02 3.67
9:00 5.34 4.61 5.63 4.66 5.07 5.32 4.89
10:00 5.94 5.98 5.72 4.85 5.16 6.30 5.21
11:00 5.60 5.90 7.58 5.87 5.28 8.24 7.49
12:00 4.99 6.06 6.47 6.42 4.71 7.77 6.92
13:00 5.23 6.22 7.39 5.82 5.05 8.85 8.66
14:00 6.58 6.25 7.83 6.21 4.59 8.80 11.65
15:00 7.05 5.88 7.51 5.16 4.50 9.27 10.45
16:00 6.08 4.91 6.84 4.38 6.15 9.15 8.18
17:00 5.49 5.59 7.27 5.93 7.96 9.43 7.88
18:00 6.31 6.32 7.59 6.67 7.47 9.20 7.35
19:00 6.88 6.66 6.09 5.82 5.72 6.30 5.12
20:00 5.92 7.30 5.33 5.36 4.01 6.25 6.29
21:00 6.40 5.94 3.97 5.66 4.60 5.85 7.13
22:00 6.40 5.84 5.56 6.42 4.80 5.32 7.96
23:00 5.31 4.66 5.29 5.47 4.31 5.42 5.63
24:00 3.54 3.94 3.71 4.17 4.85 5.39 5.60
25:00 3.01 3.58 3.62 3.61 3.80 4.13 4.52
26:00 2.09 2.66 2.57 2.39 3.69 4.30 4.19
27:00 2.19 1.63 1.73 1.76 3.08 3.57 3.66
28:00 1.44 2.06 1.66 1.50 2.99 3.01 2.89

個人全体では13〜15時台で2割を超える視聴シェアを獲得しています
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※ビデオリサーチACR/ex 2017

テレビCM視聴後の行動
■ ペイテレビ視聴可能　　■ ペイテレビ非契約

0 10 20 30（％）

（PC・タブレット）ネットで調べた
20.7%

15.9%

（携帯・スマホ）ネットで調べた
24.6%

21.4%

実際に購入（利用）した
22.2%

19.0%

実店舗に見に行った
19.3%

16.4%

家族や友人と話題にした
24.5%

21.7%

機械式ペイテレビ接触率共同調査は、任意にターゲット区分を設定し、セグメントのテレビ視聴状況を測定することが可能です。CAB-Jでは、汎用性の高い5つの「世帯ターゲット」と
16の「個人ターゲット」を設定、紹介することで、アドバタイザーが狙うターゲット区分に応じた効率的な出稿計画立案を促しています。

世帯型商品向けセグメント

【年収1,000万円以上世帯】 【子育て世帯（15才以下あり）】 【シニアあり世帯】

【エグゼクティブ世帯】 【小学生あり世帯】

意識・行動によるセグメント

【トレンドリーダー】 【トレンドフォロワー】 【テレビ通販ユーザー】

個人型商品向けセグメント

【アクティブシニア】 【アルコール関心層】 【ビューティ志向】

【自家用車購入検討層】 【サプリメント関心層】 【海外旅行好き】

【輸入車購入検討層】 【大人のグルメ高感度層】 【国内旅行好き】

【保険検討層】 【掃除・洗剤関心主婦層】 【ゲーム好き】

【不動産購入検討層】

調査対象世帯の基本特性の他、200項目以上の設問で構成されたプロフィール調査から、番組接触世帯を世帯年収や所有商品などのデモグラ
フィック項目で、鮮明なターゲットを描けます。家族構成や世帯特性に合わせた世帯型商品の効果的なコミュニケーションが可能です。

世帯ターゲット

13歳以上の個人を対象に実施している1300項目以上に渡る設問で構成されたプロフィール調査から、多様なデモグラフィック項目、サイコグラ
フィック項目、またはそれらを組み合わせることにより、番組接触者像をさらに精緻に描くことができます。

個人ターゲット

データに見るCS/BSペイテレビの特徴

●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
●調査時期	 ：	世帯調査は52週365日/年。
	 	 個人は12週/年（偶数月第1日曜日の次の月曜より連続する2週間）
●調査地域	 ：	関東（東京30km圏）・関西（2府3県主要地域）・名古屋（中京3県
	 	 主要地域）・北部九州（北部九州主要地域）・札幌（札幌市内）
●調査対象世帯	 ：	直接受信及びCATV経由によりペイテレビが視聴可能な世帯で
	 	 かつ音声出力端子付のテレビ受像機を所有している世帯
●調査対象者	 ：	調査対象世帯及び調査世帯内に居住する満4歳以上の個人

●調査標本数	 ：	5地区　計600世帯
●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	：	CS専門チャンネル視聴可能で且つ音声出力端子付のテレビ受像機
	 			（最大3台）
●最小データ単位	：	毎5分データ
●調査主体	 ：	衛星テレビ広告協議会（CAB-J）
●調査機関	 ：	株式会社ビデオリサーチ

機械式ペイテレビ接触率共同調査とは

ペイテレビ視聴可能者と非契約者のテレビ、広告に対する意識と視聴行動を比較しました。 CAB-Jでは、2007年から多様な顧客ターゲットと放送番組をマッチングさせる機械式ペイテレビ接触率共同調査を実施し、ポーリングデータや視聴ログで
は難しい『代表性のある個人視聴の実測把握』を行っています。

世帯年収は69万円多い 生活を楽しんでいる

400 500 600 700 800（万円）

718万円

649万円

※ビデオリサーチMVP/ex 2017

ペイテレビ
視聴可能

ペイテレビ
非契約

金融資産は168万円多い

500 1,000 1,500（万円）

ペイテレビ
視聴可能

ペイテレビ
非契約

30 50 70（％）

56.9%

52.2%

ペイテレビ
視聴可能

ペイテレビ
非契約

1,143万円

975万円

今の生活を楽しむためにお金を使う方だ

テレビに関する意識1日あたりのテレビ視聴時間（平均）

3時間7分

2時間21分

※ビデオリサーチMVP/ex 2017

ペイテレビ
視聴可能

ペイテレビ
非契約

テレビの見方

3.12%

17.14%

※機械式ペイテレビ接触率共同調査 （2018年2月）

ペイテレビ
視聴可能

ペイテレビ
非契約

29.8%

24.6%

※ビデオリサーチMVP/ex 2017

CMになるとチャンネルを変えることが多い 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

テレビ視聴時間が長い

視聴態度がよく、CMになっても
チャンネルを変えない

ペイテレビの視聴者属性の特徴 機械式ペイテレビ接触率共同調査　調査概要

デモグラフィックに留まらないターゲット区分の接触状況を機械式調査で把握

ペイテレビ加入者は、年収が高く生活にゆとりがあります 2018年4月から地区拡大、365日調査へリニューアル

テレビをたくさん見ていて、CM中もチャンネルを変えずに見ています

テレビCM視聴後、興味関心・拡散・購入意向とも高まり、実際の商品購入までつながっています



MEDIA DATA BOOK 2018-2019 MEDIA DATA BOOK 2018-201912 13

CS/BSペイテレビを使った広告プランニングの手順

まずは、商品やサービスの広告目的を
チェックし、RVCSのプロフィール調査データ
を用いて広告メッセージを伝えたいターゲット
を再定義することからはじめます。RVCS調
査では、標本世帯と個人に対して、世帯215

3,840万人のペイテレビ加入者のうち
824万人が広告ターゲットと合致することが
理解できましたが、セグメントの視聴可能者
すべてが番組を視聴しているわけではないの
で、視聴状況を確認しておきます。

ペイテレビでは、スポット、タイムに留まらず、
さまざまな広告商品をご用意しています。次
項以降にご紹介している広告事例は、ほん

アドバタイザーが設定したターゲットに対
し、広くリーチを獲得するには、スポットCMが
お勧めです。ターゲットセグメントの到達率
や接触率を局毎に集計することで、プロモー
ト案の局別到達状況や累積到達率が可視
化できます。
「ダイエットに関心がある女性」では「アニ

マックス」「女性チャンネル♪ LaLa TV」など
が出稿先の候補になります。（表1）

効率を重視するのであれば、個人全体と

嗜好性の高い番組を放送しているペイテ
レビでは、番組と視聴者は強く結びついてい
ます。番組、視聴者との良好な関係を商品・
サービスに展開するツールが番組提供です。

番組提供のプランニングに際しては、商
品・サービスと親和性の高い番組を探すこと
からはじめますが、ここでもRVCSの利用を

集計ソフト「RVCS3.0」を使えば、広告
ターゲットのボリュームが確認できます。ペイ
テレビ全体で3,840万人いる加入者のうち、
広告ターゲットがどの程度含まれているのか
が把握できます。
「ダイエットに関心がある女性」のボリュー

ムは、ペイテレビ全体から「女性（20才以

広告ターゲットと放送局、番組をマッチング

項目、個人1,370項目の視聴者プロフィー
ル調査を実施しています。これらのプロフィー
ルを組み合わせることによって、アドバタイ
ザーが期待するターゲットに近似したセグメン
トを定義することが可能です。

2018年6月の2週間リーチ（2018年6月
4日（月）〜2018年6月17日（日））では、「ダ
イエットに関心がある女性」の累積到達率は
73.3％でした。620万人が一度でもペイテレ
ビをご覧頂いたことがわかります。

の一例です。強固な視聴者との関係性を活
かしたペイテレビ独自のイベントやクロスメ
ディア展開、コンテンツの共同開発、各局が

独自の広告商品をラインナップしています。ア
ドバタイザーのお役にたてる広告商品をご提
案します。

の比較が重要な指標になります。ターゲット
の含有率をバイイングの指標にすることで、
効率的な広告プランニングが実現します。
「ダイエットに関心がある女性」では、ター

ゲットの含有率でソートすると様相が変わっ
てきます。「女性チャンネル♪ LaLa TV」の
含有率が41％と際立っており、「TBSチャン
ネル1 最新ドラマ・音楽・映画」、「チャンネル
銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた」な
ども出稿先の候補にあがってきます。（表2）

お勧めします。広告ターゲットの番組視聴状
況から、ターゲットが良く見ている番組を把握
し、番組選定の参考にしていただけます。ま
ずは、ターゲットセグメントの番組別ランキング
を集計し、その中から広告メッセージと相性の
良い番組を、ピックアップされてはいかがで
しょう。（表３）

ペイテレビでは、15秒素材、30秒素材に
加え、放送局によっては2分、3分などの長い
CM素材も放送することができます。ターゲッ
トにマッチした局選定と広告目的や広告表
現に応じたCM尺を組みあわせることで、他
にはないプランニングが実現します。

スポットCMでありながら、ターゲットにピン
ポイントで届くペイテレビのスポットCMをご活
用ください。

ペイテレビ広告は、自由度の高い広告表
現ができることも魅力のひとつです。ペイド
パブリシティ、プロダクトプレイスメントやシー
ムレス広告など多様な広告表現が可能な
放送局もあります。詳細は各局の営業担当
へお問い合わせください。

上）」かつ「（健康・食志向）ダイエットに関心
がある」を抽出することで推計できます。「ダイ
エットに関心がある女性」の標本含有率は
21.5％ですので、ペイテレビ加入者3,840
万人の21.5％、824万人が広告ターゲットと
合致していることが理解できます。

ドキュメンタリー
A局

スポーツB局

音楽B局

映画A局

アニメA局

ドラマA局

スポーツA局

趣味・娯楽
A局

総合A局

ニュースA局

アニメB局

RVCS3.0メインメニュー画面

■「ダイエットに関心がある女性」累積到達率

■表2：「ダイエットに関心がある女性（20才以上）」含有率によるソート結果

■表3：「ダイエットに関心がある女性（20才以上）」に相性の良い番組を抽出（各ジャンルの接触率上位の番組）

■表１：「ダイエットに関心がある女性（20才以上）」の累積到達率

集計期間:2018年6月4日（月）〜2018年6月17日（日） 対象チャンネル：RVCS参加チャンネル

チャンネル名 TGリーチ
アニマックス 13.59％（1,149,600人） 
女性チャンネル♪LaLa TV 11.17％ （944,900人） 
J SPORTS 2 10.68％ （903,400人） 
GAORA SPORTS 10.44％ （883,100人）  
日本映画専門チャンネル 10.44％ （883,100人） 
日テレジータス 10.19％ （862,000人）  
映画・チャンネルNECO 9.95％ （841,700人）  
ムービープラス 9.95％ （841,700人）  
キッズステーション 9.95％ （841,700人）  
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 9.71％ （821,400人） 

チャンネル名 TG含有率
女性チャンネル♪LaLa TV 41%
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 33%
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 32%
FOX 31%
スーパー！ ドラマＴＶ 31%
歌謡ポップスチャンネル 29%
AXNミステリー 29%
AXN 28%
旅チャンネル 28%
FOXスポーツ＆エンターテイメント 26%

ジャンル 番組名 日 付 平均接触率
海外ドラマ クリミナル・マインド７ 全話一挙放送 ＃１８ （スーパー！ ドラマＴＶ） ６月９日（土） 0.89％ （75,600人）
国内ドラマ コウノドリ（２０１５） ＃９ （ＴＢＳチャンネル１ 最新ドラマ・音楽・映画） ６月９日（土） 0.85％ （72,200人）

アニメ 名探偵コナン 緋色の序章/追求/交錯/帰還/真相 （アニマックス） ６月９日（土） 1.05％ （89,100人）
音楽 韓◆ＳＢＳ人気歌謡 ＃９５８＜字幕あり＞ （女性チャンネル♪ＬａＬａ ＴＶ） ６月６日（水） 0.84％ （71,300人）

スポーツ プロ野球 中日×福岡ソフトバンク （Ｊ ＳＰＯＲＴＳ ２） 6月8日（金） 1.25％（105,900人）

集計期間:2018年6月4日（月）〜2018年6月17日（日） 対象チャンネル：RVCS参加チャンネル

集計期間:2018年6月4日（月）〜2018年6月17日（日） 対象チャンネル：RVCS参加チャンネル

広告ターゲットを機械式ペイテレビ接触率共同調査（RVCS）で再定義STEP.1

広告目的に応じたメディアプランSTEP.4

ターゲットセグメントのボリュームをチェックSTEP.2

ターゲットの視聴状況を確認STEP.3

広告ターゲットが接触している放送局を探すスポットCM

広告ターゲットが視聴している番組を探すタイム（番組提供）

多様な広告表現でメッセージをダイレクトに届ける多彩な広告商品

RVCS3.0の操作画面

CS/BSペイテレビの視聴者層を広告ターゲットとマッチング

CS/BSペイテレビ広告は、視聴契約世帯1,381万世帯、3,840万

人を有する広告メディアですが、一様なマス媒体ではありません。嗜

好性の高い番組をラインナップしている各局が全く異なる番組編成

を行い、ユニークな視聴者層を持っています。ペイテレビ広告をご利

用いただく際には、放送局や番組が持つユニークな視聴者層と広告

ターゲットのマッチングが必要になります。この章では、「ダイエット

に関心がある女性」を例に、アドバタイザーが設定した商品・サービ

スのターゲットセグメントに応じて、出稿プランを最適化する方法を

ご紹介します。

20才以上
女性

39.6%
1,521万人

ダイエットに
関心がある

20才以上女性
21.5%
824万人

ダイエットに
関心がある
41.1%

1,577万人

ペイテレビ視聴可能者3,840万人
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広告事例 CS/BSペイテレビを活用されたアドバタイザーへのインタビューと、ペイテレビ広告事例を紹介します。

ファミリー劇場ゴルフネットワーク UCC上島珈琲株式会社株式会社日立製作所

「ファミリー劇場」は、ドラマ・アニメ・バラエ
ティなどあらゆるジャンルの人気＆名作番組
を放送する総合エンターテインメントチャンネ
ルです。近年では、ファミリー劇場でしか視聴
できないオリジナルコンテンツを多数放送し、
エンターテインメントチャンネルでありながら、
放送番組はどれも、各ジャンルのファンの集
合体である“コミュニティ”間で深く共感される
番組がずらりと並んでいます。

ファミリー劇場では、2017年10月1日より
UCC上島珈琲一社提供による番組『田丸
麻紀のコーヒー、淹れたよ。』を放送しました。

この番組は、素敵なコーヒーライフを楽し
む田丸麻紀さんのおうちに、ご近所の馬場
園梓さんが訪れ、コーヒーに合うさまざまな

「おけいこ」の先生を招き、コーヒーと習い事
を楽しむ内容。2017年に18年連続でレギュ
ラーコーヒー売上NO.1を獲得した「UCC 
ゴールドスペシャル」の良さとブランドメッセー
ジを自然なかたちで視聴者へ伝えるため、“家
淹れコーヒー”をテーマに、家でコーヒーを淹
れる魅力を多くの方々に伝える、CS業界とし
ては、久しぶりのプロダクトプレイスメントドラ
マとなっています。

番組内では、世界のコーヒーの楽しみ方を

─「日立3ツアーズ選手権」について教え
てください
小嶋：日立グループは、2005年から「日立3
ツアーズ選手権」に特別協賛しています。同
選手権は、日本のプロゴルフツアーである一
般社団法人日本ゴルフツアー機構、公益社
団法人日本プロゴルフ協会、および一般社
団法人日本女子プロゴルフ協会から、各ツ
アーにおける年間賞金ランキング上位者や
トッププロなど各6名、計18名のスター選手
が出場します。賞金ランキング上位者のみが
出場できるシーズン最後の公式競技であり、
プロ憧れの大会です。

また、この大会は「for CHILD CHARITY」
をテーマに、ゴルフを通じた社会貢献を目的と
し、チャリティ活動に主眼を置いています。募
金活動やチャリティイベントを開催し、入場料
金も含めたこれらの収入と各ツアーが獲得し
た賞金の20％が、難病を抱える子どもたちや
家庭環境に恵まれない子どもたちを支援す
る団体などへの寄付と、ジュニアゴルファー
育成に役立てられ、過去13回の開催で3億
3,000万円以上の募金が集まりました。

─ゴルフネットワークでプロモーションを
行なった狙いとその内容は。
小嶋：「日立3ツアーズ選手権」の認知拡大
と来場促進を目的に活用しました。様々なメ
ディアを検討する中で、ゴルフネットワークの
加入者層を分析したところ、ゴルフを趣味と
する経営幹部層が多く契約されていることが
わかりました。これは日立が社会イノベーショ

イベントでは、番組に出演している田丸さ
んたちによる“家でコーヒーを淹れることのよ
さや、その楽しみ”に関するトークショーや、
UCCコーヒーアカデミー専任講師で、ジャパ
ンハンドドリップチャンピオンによる美味しい
淹れ方のレクチャーが行われました。レク
チャー後には田丸さんと参加者が一緒にな
り、ハンドドリップ体験会が行われました。

また、今回の映像は、UCC上島珈琲の
「UCC ゴールドスペシャル」のポータルサイ
ト等で、「UCC ゴールドスペシャルがおすす
めする美味しいコーヒーの淹れ方」の動画や、
番組内コーナー「おうちでおけいこ」の各回
の動画を二次使用いただきました。

プロダクトプレイスメントドラマとデジタルで
の二次利用を柱とした今回の展開は、「いつ
ものおいしさ、うちのスペシャル。」という、
「UCC ゴールドスペシャル」のブランディング
に貢献することができ、関係各所からご好評
いただきました。

ネットワーク経由で知ったとの回答でした。想
定以上の成果を上げることができ、大変満足
しています。

いろいろなメディアが誕生したことで情報
過多になり、逆に欲しい情報になかなかたど
り着けない面も出てきています。これまでもデ
ジタルメディア等を活用してきましたが、リー
チすることは難しい部分があります。ゴルフ
ネットワークの視聴者は自ら情報を取得する
能動的な方々なので、情報が欲しい方々に
キチンと届けられるメディアだと実感しました。

日立製作所は、特別協賛するゴルフトーナメント「Hitachi 
3Tours Championship （「日立3ツアーズ選手権」）」の
認知および来場者数拡大を目的に、「ゴルフネットワーク」で
プロモーションを実施。ここではプロモーションの狙いや効果
をお聞きしました。

UCC上島珈琲一社提供による番組『田丸麻紀のコーヒー、淹れたよ。』

プロダクトプレイスメントドラマを展開情報が欲しい人に届けられるメディア

紹介するコーナー『世界のコーヒーブレイク』
や、有名シェフがコーヒーに合う料理を紹介
するコーナー『シェフズ・リコメンド』、コーヒー
にまつわる心温まるお話を紹介するコーナー

『コーヒーのある風景』も展開されました。“家
淹れコーヒー”のさまざまな楽しみ方や、ベスト
マッチなフードを紹介するとともに、番組終了
後には美味しいコーヒーの淹れ方をベースに
したインフォマーシャルも放送し、商品訴求も
行いました。

ファミリー劇場では、同番組を2017年10
月〜2018年3月にかけて、全6話放送。毎月
1話更新で月に3回放送し、特に初回放送は
各月第一日曜日の8時に放送し、2回目の放
送は翌々週金曜日の19時30分に放送する
ことで、ともに番組メインターゲットであるF2・
F3層の視聴を見込める時間帯に編成しまし
た。また、番組宣伝等も積極的に行い、各話
の告知を実施し、視聴率アップに努めました。

番組放送期間中には、UCC上島珈琲施
設内にて、「UCC ゴールドスペシャル」購入
者を招待したイベントで番組を活用いただき
ました。限定30名のイベントとして開催されま
したが、全国から応募が寄せられました。

ン事業を展開す
る上でターゲット
としている層と
マッチしており、そ
れが活用を決め
た最大のポイント
でした。

そこで、ゴルフ
ネットワークにて
事前告知CMと、大会前に特別番組『大会
のすべてが分かる』を制作し、放送いただきま
した。番組では、13年の歴史を紹介するため、
出場経験のあるプロ選手へインタビューし、
大会の思い出や魅力を語っていただきました。
また、今大会の見どころや大会コース「グリッ
サンドゴルフクラブ」の攻略方法、チャリティ
イベントも紹介しました。なお、大会開催後に
はダイジェストも放送いただきました。

ゴルフを熟知したスタッフの手で、ファンが
とても楽しめるエンターテイメント性のある告
知番組が制作でき、大会を知らなかった方々
にもリーチできたと思います。

また、ゴルフネットワークのT w i t t e r、
Facebook、InstagramのSNS（Twitter：約
4万4,000人、F a c e b o o k：約6万人、
Instagram：約3万2,000人）でも、動画CM
や大会情報をたくさん発信いただき、番組視
聴と大会の認知向上につながりました。

─プロモーションへのご感想と、CS/BS
ペイテレビの魅力とは。
小嶋：来場者にアンケート調査を行なったと
ころ、全来場者の10％がゴルフネットワーク
の番組を視聴されていたことが分かりました。
初来場者にいたっては13％の方がゴルフ

メインターゲットとなる
F2＆F3層へアプローチ

事前告知CMと特別番組放送

番組を活用したイベント開催と
デジタルでの二次利用を実施

制作番組は、「UCC ゴールドスペシャル」の
ポータルサイト等でも配信

イベントでは田丸麻紀さんも参加

特別番組『大会のすべてが分かる』を制作。左から杉澤伸章氏、
矢野東氏、馬場ゆかり氏、芹沢信雄氏

チャンネル名 ： ファミリー劇場
広 告 主 ： UCC上島珈琲（株）
展 開 商 品 ： UCC ゴールドスペシャル
広 告 会 社 ： （株）博報堂/
    （株）博報堂DYメディアパートナーズ
放 送 期 間 ： 2017年10月～2018年3月
    （計6話 ※各回で再放送実施）

チャンネル名 ： ゴルフネットワーク
広 告 主 ： （株）日立製作所
展 開 商 品 ： 「Hitachi 3Tours
  Championship 2017」
    （ゴルフトーナメント）
広 告 会 社 ： （株）博報堂/
    （株）博報堂DYメディアパートナーズ
放 送 期 間 ： 2017年11月～12月

小嶋延直氏
株式会社日立製作所 ブランド・コミュニケーション本部 宣伝部 展示会・イベントグループ主任
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広告事例

インフォマーシャル
＆ 番組制作 事例

C L O S E  U P CS/BSペイテレビでの通販CM事例内容とその効果

オリジナル映像を制作し、ターゲットへわかりやすく、きめ細やかなメッセージを発信し
ます。地域から全国へ、コンテンツと親和性の高いターゲットへ、といった様々なアプ
ローチが可能です。

新潟ふるさと村 群馬スノーアライアンス

沖縄観光コンベンションビューロー

Airbnb ベリーベスト法律事務所

観光・物産販売 スキー場運営

自治体・観光

ソーシャルネットワーキングサービス 専門・技術サービス

大河ドラマ『天地人』のチャンネル銀河での初放送を記念し、物

語の舞台である新潟県の観光PR・物産販売の拠点「新潟ふるさ

と村」のみで限定販売する日本酒「純米吟醸 嬉嬉（KiKi）」と、新

潟県燕市伝統の磨き技術で仕上げたぐい飲みのセットが当たる、

放送記念プレゼントキャンペーンを開催。同じくチャンネル銀河にて

制作した純広告素材とキャンペーン素材を段積みし、『天地人』放

送と連動したスポット展開を実施し、観光の繁忙期である夏休みを

迎える前に効果的なPRを全国に向けて発信しました。

ノルン水上スキー場2017－2018シーズンの動画広告を制作し、

LaLaTVでの放送とデジタル配信を実施。シーズン中はスキー場内

レストラン「トロル」にて、LaLaTVの人気料理番組『メンズ・キッチン

２』のレシピを再現したオリジナルメニューの提供や、スポンサー各

社の広告プレイスメント、来場者を対象としたキャンペーンなど開催

し、スキー場への誘客の一助となりました。

日本の中でも独自の歴史背景を持つ沖縄は、オリジナルなアート⽂化が形成されたきた“アートアイランド”。ヒストリーチャンネル・ジャパンでは沖縄観光

コンベンションビューローと共にオリジナル番組『Art Island OKINAWA〜島と生きるアーティストたち』を制作、世界に誇る沖縄アートの魅力を島の歴

史やアートの発祥に視点を置き、日本だけでなく、海外の視聴者に見ていただく企画として展開。全世界26カ国以上のヒストリーチャンネルで放送し、11

カ国以上7言語でのソーシャルネットワークでの配信広告も展開し、世界各国からアクセスできるウェブサイトでは、アーティストごとのショートムービーを英

語と日本語の両方で公開するなど、番組のプロモーションもグローバル視点で実施しました。

Airbnbが「音楽×旅」でコラボレーションキャンペーンを実施。音

楽アーティストが都会の喧騒を離れて日本各地へAirbnbを活用し

ながら旅をし、その土地ならではの食や地元の人 と々のふれあいを

通して得たインスピレーションを音楽で表現しました。

“THE LIVE HOUSE〜おうちは、最高のライブハウス。〜”をコ

ンセプトに、Airbnbに登録されている古民家から、人気アーティスト

「福耳」の限定ライブ

を生配信。チャンネ

ル内ではオフショット

映像など連動コンテ

ンツをオンエアし、音

楽好きな若者層に

向けてブランド認知

の拡大を図りました。

昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等が

原因でB型肝炎に感染された方は、全国で約40万人と推計されて

いますが、その大部分の方が国からの給付金制度を利用しており

ません。スーパー！ ドラマTV/ヒストリーチャンネルでは、「B型肝炎

給付金請求」に関する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

おいても展開しました。制作したインフォマーシャルは他局展開のほ

か、二次使用も可能とさせていただき、ベリーベスト法律事務所様

のホームページご説明動画としても活用いただいております。

●展開商品名：新潟ふるさと村 ●展開商品名：ノルン水上スキー場

●展開商品名：沖縄へのインバウンド観光

●展開商品名：Airbnb
●広告会社：電通 関西支社　●協力会社：TBWA博報堂

●展開商品名：B型肝炎給付金請求
●広告会社：東通メディア　●協力会社：ウイングスパン

チャンネル銀河 女性チャンネル♪ LaLa TV

ヒストリーチャンネル

スペースシャワーTV スーパー！ ドラマTV/ヒストリーチャンネル

「DHCプロティンダイエット」
の特徴認知者の視聴傾向
と自社の獲得効率傾向の
両軸で選定。結果として当
該商品のCS視聴者にお
ける購入ポテンシャルが高
いことが判明しました。

ディーエイチシーでは、
2018年のキャンペーンで
もCS放送の予算を大きく
拡大し、1局あたりの実施
本数や新規局でのテスト
展開などを行う予定。今後も有効なCS放
送での展開手法を模索していくとしています。

調味料・加工食品・化粧品など複数商品
を持つ味の素（株）は、健康食品でも商品
を展開。主力商品の「グリナ」「アミノエー
ル」は約5年に渡り、CS放送への出稿を積

現在、CS/BSペイテレビの媒体特性を
活かした通信販売CMが多数展開されてい
ます。ここでは、2社の活用事例とその効果
を紹介します。

2006年10月の発売から2億4,000万食
を突破した（株）ディーエイチシーの「DHCプ
ロティンダイエット」。従来の新規顧客獲得
キャンペーンでは、リーチコストの安価な無
料BS放送でのインフォマーシャルを中心に
展開を図ってきましたが、さらなる獲得効率
及び新規率の向上を目的に、2017年5〜
6月のキャンペーン時にCS/BSペイテレビ
でテスト展開を実施しました。

CM展開するチャンネル選定では、協力
会社の保持する調査データベースから

極的に行なっています。
CS放送を活用する主な理由は、「長尺

CMのオンエアが可能で、商品の魅力を余
すことなく紹介できる」事と、「CS放送視聴
者層と『グリナ』『アミノエール』のターゲット
層が非常に合致している点」の2つ。これら
により、商品の理解と購入の促進をもたら
し、継続的な出稿に繋がっています。同社
でも「チャンネル毎にターゲットが絞れるCS
放送は、商品展開をするにあたり、とても効
率の良い媒体であり、今後も継続的に出稿
を行なっていきたい」としています。

展開商品：（株）ディーエイチシー 「DHCプロティンダイエット」
広告会社：電通
展開チャンネル数：約15チャンネル

商品・
サービス
紹介編

地域
PR編

展開商品：味の素（株）「グリナ」「アミノエール」
広告会社：博報堂 / 博報堂DYメディアパートナーズ
展開チャンネル数：約45チャンネル
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広告事例 広告出稿調査 ジャンル別　2017年度出稿調査業種構成比

NBCユニバーサル・
エンターテイメントジャパン 各 社映画配給・DVDメーカー

玩 具

「ワイルド・スピード/ICE BREAK」ブルーレイ＆DVDリリースプロ

モーションで活動するキャンペーンガール「MISSワイルド・スピード

2017」のオーディション企画を、芸能人による生放送視聴・配信ア

プリ「マシェバラ」との協業で開催。オーディションの模様を生配信

し、視聴者からの投票も募りながら3名を選出。各種PRイベントに

参加のほか、ムービープラスの過去作編成特集の番宣や情報番

組への出演など、多岐にわたってPRに活躍しました。

パイロットインキ（株）の「メルちゃん」25周年を記念したキャン

ペーンと、共同出展した「ミキハウスランド」（主催：（株）ミキハウスト

レード）でのステージショー「メルちゃん ハッピータイム」の告知CM

を制作・放送し、未就学児童とそのファミリーに向けたキャンペーン

訴求とイベントへ誘導を行いました。

共同イベントブースでは、商品訴求・「メルちゃんファンクラブ」会

員の募集と弊社プロモーションを行い、視聴者のみならずイベント

来場者にも満足いただけるプロモーション展開を実施しました。

●展開商品名：「ワイルド・スピード/ICE BREAK」 ●展開商品名：メルちゃん ずっとなかよしキャンペーン

ムービープラス キッズステーション

イベント連動 事例
視聴者との距離が近いのも専門チャンネルの特徴です。ロイヤルティが高いチャンネル
視聴者をターゲットにしたイベントと連動することにより、商品・サービスの魅力を効果
的にアピールできます。

新日本製薬

「100年後も聴き続けて欲しい名アルバム」を、その音楽の“遺伝子”を受け継ぐさまざまなアーティストが再現するプレミアムコンサート『SONGS & 

FRIENDS』。その弊社主催イベントのコンセプトにご賛同いただき、今回イベントと放送番組の両方に冠協賛いただきました。この取り組みは、弊社では

初めてのことです。

イベント会場でのサンプリングや放送番組でのCM放送はもちろん、タイトル自体に「PERFECT ONE presents…」とブランド表記されることで、弊社

各媒体（番宣スポット、事業告知スポット、ガイド誌、ネット・SNS等）や、弊社以外でもイベント情報に紐付いてテレビ・新聞・WEBなど、さまざまな媒体（約

300媒体）でのパブリシティー露出に繋がりました。

●展開商品名：PERFECT ONE　●広告会社：アサツー ディ・ケイ　●協力会社：WOWOWプラス

WOWOW

化粧品・健康食品・医薬品

食品
41%

流通・
小売業
17%

金融・
保険
9%

7%

3%
4%

5%

他
9%

2%
2%

2%

■ 食品
■ 流通・小売業
■ 金融・保険
■ 化粧品・トイレタリー
■ 外食・各種サービス
■ 不動産・住宅設備

■ 情報・通信
■ 家庭用品
■ 趣味・スポーツ用品
■ 官公庁・団体
■ その他

■ 食品
■ 化粧品・トイレタリー
■ 流通・小売業
■ 交通・レジャー
■ 情報・通信
■ 金融・保険

■ 趣味・スポーツ用品
■ 薬品・医療用品
■ 不動産・住宅設備
■ 飲料・嗜好品
■ その他

4%

4%

4%
3%

3% 他
4%

食品
47%

化粧品・
トイレタリー

17%

流通・
小売業

9%

2%1%

■ 食品
■ 趣味・スポーツ用品
■ 流通・小売業
■ 化粧品・トイレタリー
■ 情報・通信
■ 交通・レジャー

■ 金融・保険
■ 薬品・医療用品
■ 飲料・嗜好品
■ ファッション・アクセサリー
■ その他

10%

6%

6%

3%
3%

食品
41%

趣味・
スポーツ用品

11%

流通・
小売業
11%

他
5%

2%1%

■ 食品
■ 化粧品・トイレタリー
■ 流通・小売業
■ 情報・通信
■ 金融・保険
■ 精密機器・事務用品

■ 交通・レジャー
■ 飲料・嗜好品
■ 家電・ＡＶ機器
■ 官公庁・団体
■ その他

5%

5%

3%

食品
48%

化粧品・
トイレタリー

12%

流通・
小売業
11%

他
9%

2%
2%

2%
2%

■ 食品
■ 化粧品・トイレタリー
■ 流通・小売業
■ 情報・通信
■ 金融・保険
■ 趣味・スポーツ用品

■ 交通・レジャー
■ 薬品・医療用品
■ 外食・各種サービス
■ 飲料・嗜好品
■ その他

4%

4%
3%

3%

食品
47%

化粧品・
トイレタリー

18%

流通・
小売業

9%

他
6%

2%
2%

2%

■ 食品
■ 化粧品・トイレタリー
■ 流通・小売業
■ 交通・レジャー
■ 金融・保険
■ 薬品・医療用品

■ 情報・通信
■ 趣味・スポーツ用品
■ 飲料・嗜好品
■ 家電・ＡＶ機器家電・ＡＶ機器
■ その他

4%

4%

3%
3%

食品
45%

化粧品・
トイレタリー

20%

流通・
小売業

8%

他
8%

2%
2%

2%

■ 食品
■ 趣味・スポーツ用品
■ 流通・小売業
■ 化粧品・トイレタリー
■ 交通・レジャー
■ 自動車・関連品

■ 情報・通信
■ 金融・保険
■ 外食・各種サービス
■ 不動産・住宅設備
■ その他

3%
4%

4%

4%

4%

7%

8%

趣味・
スポーツ用品

13%

食品
28%

流通・
小売業
10%

他
14%

■ 食品
■ 趣味・スポーツ用品
■ 化粧品・トイレタリー
■ 流通・小売業
■ 教育・医療サービス・宗教
■ 金融・保険

■ 情報・通信
■ 交通・レジャー
■ 出版
■ ファッション・アクセサリー
■ その他

6%

7%

7%

5%
3%

化粧品・
トイレタリー

13%

流通・
小売業
10%

趣味・
スポーツ用品

17%

食品
23%

他
6%

2%

■ 食品
■ 化粧品・トイレタリー
■ 流通・小売業
■ 不動産・住宅設備
■ 薬品・医療用品
■ 金融・保険

■ 飲料・嗜好品
■ 自動車・関連品
■ 外食・各種サービス
■ 交通・レジャー
■ その他

6%

4%
3%

3%
3%

化粧品・
トイレタリー

15%

食品
50%

流通・
小売業

8%

他
5%

2%2%

ニュース

映　画

音　楽

ドキュメンタリー

ドラマ

総合エンターテイメント

スポーツ

アニメ

趣味･娯楽・教育・教養

※調査期間：四半期ごとに出稿のある広告主名を各チャンネルにアンケート実施。　※調査期間：2017年4月〜2018年3月（1年間）
※業種分類は（株）電通「日本の広告費」参照　※CAB-J調べ

2017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」と昨年と同順位となりました。中でも「食品」の占める割合は全アドバタイザー数の中で初め
て3割に到達し、延べ出稿チャンネル数の四半期計でも全体の44%と圧倒的です。一方で、1アドバタイザーが出稿する平均チャンネ
ル数は、昨年に引き続き「流通・小売業」が8.8チャンネルと1位を維持しましたが、これまで平均チャンネル数で常に上位の「食品」を
抜いて「金融・保険」が2位（7.1チャンネル）となり、ここ数年上昇傾向が見受けられます。

「SONGS & FRIENDS」出演アーティスト（撮影：上飯坂一）
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チャンネル紹介 ＆ 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 タイム …番組提供 スポット …スポットCMCM制作 …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

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。

CNNj name and logo ™ and © 2018 Cable News Network.

アメリカン・エキスプレス・
インターナショナル
●展開商品：AMEXカード

外国人に根強く残る
「現金主義・ニッポン」のイ
メージを脱却するべく、外
国人モデルを起用したイ
ンフォマCMを制作・放送。

国内のさまざまな場所
でAMEXカードを使用し
て旅を楽しむ様子を映像
で伝えることで、よりわかりやすく訪日外国人に訴求することができました。

また、CNNjはホテル客室でも放送されているため、訪日外国人との
タッチポイントも多く、クライアントにも大変満足していただきました。

制作した映像は二次利用可能素材として納品し、公式SNSやデジタ
ルサイネージなど幅広く活用いただいています。

CM制作 二次 スポット

金 融CNNj

株式会社日本ケーブルテレビジョン（JCTV）　www.jctv.co.jp/
〒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

30～60代のビジネスパーソン、在日・訪日外国人ニュース

日経CNBCは、日本経済新聞社の取材力と米国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、世界経済、消費、金
融、国際政治などの多彩な
ゲストを迎えて、わかりやすい
トークを展開します。

日本取引所グループ
●展開商品：オプション取引

個人投資家にとって
も内容が難しそうでなか
なかわからない…「オプ
ション取引」のハウツー
に関する特別番組を制
作および放送。

難しそうな内容をわか
りやすく伝えるため、専
門家と、投資にも造詣の深いタレントの杉原杏璃さんによる、バーでの
トーク形式という手法で全4話を制作しました。4話を通して見れば「オプ
ション取引」がわかる！という内容構成としました。

番組は放送後に、日本取引所グループの動画チャンネル「北浜投
資塾」からも配信。「オプション取引」の啓蒙にも役立てていただいて
います。

金 融日経CNBC

株式会社日経CNBC　www.nikkei-cnbc.co.jp/
〒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

二次

『ラップトゥデイ』

制作 タイム

マーケット・経済情報に関心のある高資産保有層ニュース

TBSが運営するニュースチャンネル。JNN系列28局や米国CBSとのネットワー
クによる圧倒的情報発信力をもとに最新ニュースを毎日お届け！地域ごとの国
内ニュースや海外ニュース、経済
情報、ドキュメンタリー番組も充実！
スタジオから、現場から、ライブ重視
＆速報重視でリアルな「今」をお伝
えします！

英国放送協会（BBC）の国際
ニュースとドキュメンタリーの専
門局。中立報道で定評ある
BBC取材網が世界情勢をリ
アルタイムで伝える国際ニュー
スの他、深層に鋭く切り込むド
キュメンタリー、スポーツ・旅行・
ITなどの情報番組を24時間
放送中。

TBS NEWS BBCワールドニュース

株式会社TBSテレビ　www.tbs.co.jp/cstbsnews/
〒107-8006 東京都港区赤坂5-3-6
担当部署名：メディア事業部
担当部署TEL：03-5571-2880　担当部署FAX：03-5571-2174

BBCワールド ジャパン株式会社　www.bbcworldnews-japan.com/
〒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：アドバタイジングセールス担当
担当部署TEL：03-6205-0780　担当部署FAX：03-6205-0783

『ストレートニュース』樺島彩キャスター ©BBC WORLD NEWS

経営・管理職、富裕層ニュース 全てのビジネスマン、英語を学習する学生ニュース

『オプション's BAR』

CNNｊ
日経CNBC
TBS NEWS
BBCワールドニュース

アニマルプラネット
ディスカバリーチャンネル
ヒストリーチャンネルTM 日本・世界の歴史＆エンタメ

ナショナル ジオグラフィック
ナショジオ ワイルド

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

映画・チャンネルNECO
ザ・シネマ
シネフィルWOWOW
スターチャンネル
日本映画専門チャンネル
V☆パラダイス
ムービープラス
FOXムービー

ホームドラマチャンネル  韓流・時代劇・国内ドラマ

AXN 海外ドラマ
AXNミステリー
時代劇専門チャンネル
スーパー！ ドラマＴＶ
ファミリー劇場
FOX

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

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

ディズニー・チャンネル
アジアドラマチックTV
エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ
女性チャンネル♪ LaLa TV
BSスカパー！
チャンネル銀河  歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

日テレプラス  ドラマ・アニメ・音楽ライブ

FOXスポーツ＆エンターテイメント
WOWOWプライム
WOWOWライブ
WOWOWシネマ
TBSチャンネル1  最新ドラマ・音楽・映画

TBSチャンネル2  名作ドラマ・スポーツ・アニメ

テレ朝チャンネル1  ドラマ・バラエティ・アニメ

テレ朝チャンネル2  ニュース・情報・スポーツ

MONDO TV
フジテレビONE  スポーツ・バラエティ

フジテレビTWO  ドラマ・アニメ

フジテレビNEXT  ライブ・プレミアム

KBS World

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

視聴者デモグラフィック ※機械式ペイテレビ接触率共同調査参加チャンネル対象

ニュース

ドキュメンタリー

スポーツ

映　画

ド ラ マ

ア ニ メ

音　楽

総合エンターテイメント

趣味・娯楽・教育・教養

P21

P22～23

P23～25

P26～28

P28～30

P30～31

P32～33

P33～38

P38～39

C M1 M2 M3 F1 F2 F3

CHILD TEEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
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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。

FOXネットワークス株式会社　natgeotv.jp/wild/
〒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

ⒸKevin Schafer/ Minden Pictures/
National Geographic Creative

ヒストリーチャンネルTM 日本・世界の歴史＆エンタメ

全世界165カ国以上、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。日本では“人間の可能性を見よう”をスローガンに
古代ミステリー、歴史ドラマ、リ
アリティーショーからポップカル
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、人
間が成し遂げた感動的で刺激
的な物語をお届けしています。

シチズン時計
●展開商品：シチズン プロマスター

新商品「シチズン プロマスター」の最新のテクノロジーの裏側を取材。
開発者のインタビューとミュージアムの取材をもとに5分のミニ番組を制
作・放送。また、同内容のタイアップ記事をウェブマガジン「オウプナー
ズ」にて実施。制作映像は開発パートナーである、海洋開発研究機構と
のイベント会場でもスクリーニング。さらに、英語版を作成し、海外拠点で
の2次利用も展開しました。

時計・精密機械

エーアンドイーネットワークスジャパン合同会社　https://jp.history.com/
〒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

『古代の宇宙人』 
©2018 A+E Networks Japan G.K. 

All Rights Reserved.

二次制作 クロス

好奇心旺盛、知的富裕層な30代以上の男女ドキュメンタリー

知的好奇心旺盛で生きもの好きなファミリー層ドキュメンタリー

オリエンタルバイオ
●広告会社：メディアファイターズ

スーパーフォーミュラ―シリーズに参戦している
「KONDO Racing」のメインスポンサーを務めるオ
リエンタルバイオ（ 株 ）。そのイメージガール
「raffinee lady」に当社番宣へ出演いただいた企
画です。「raffinee lady」4名それぞれで15秒CM
を4タイプ、計16本を制作すると共に、彼女たちの
PVも制作。当社の番宣のため、CM出稿料は頂か
ず、1カ月で400本もの大量露出を実現。「オリエン
タルバイオ presents 島RUN」番組協賛企画に
対するスポンサーメリットの一環として「raff inee 
lady」認知度アップの機会を提供することができま
した。

健康食品販売

CM制作 スポット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、ゴルフなど、
さまざまなスポーツをお届け。

GAORA SPORTS

株式会社GAORA　http://www.gaora.co.jp
（本社）〒530-8304 大阪市北区茶屋町17-1 毎日放送M館8F
（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

Photo:Getty Images

スポーツ好きスポーツ

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、見るものを惹きつけ、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。

パナソニック
●展開商品：屋内スイングカメラ
●広告会社：電通

ペットを飼ってい
る人が多く、ペット
関連の情報に感度
が高い視聴者が多
いアニマルプラネッ
ト。『Panason i c 
presnets ペットア
ワー』として、かわい
いわんちゃん、ねこ
ちゃんの番組を集めて放送する時間を編成し、その中で、お留守番中の
ペットを外出先から見守れるカメラとして、クライアントの商品CMを放送。
同時にデジタルメディアでは、クライアントの商品をフィーチャーする特集
記事を毎月掲載。商品の認知と理解の促進に貢献しました。

総合電機メーカーアニマルプラネット

ディスカバリー・ジャパン株式会社　animalplanet.jp/
〒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：ビジネスソリューション部
担当部署TEL：03-5218-2711　担当部署FAX：03-5218-2701

クロス タイム

Credit:Discovery Communications

ペットを飼っている人が多いドキュメンタリー

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。

三菱自動車工業
●展開商品：エクリプス クロス等

2017年東京モーターショーを取材しました。
プレス発表からブース、各担当者のインタビューを撮影。短納期で制

作し、オンエアだけでなくローンチしたばかりのディスカバリーチャンネル
のデジタルメディア版での記事展開も行い、リニアとデジタルを組み合
わせた新たな試みとなりました。

自動車メーカー

ディスカバリー・ジャパン株式会社　japan.discovery.com
〒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：ビジネスソリューション部
担当部署TEL：03-5218-2711　担当部署FAX：03-5218-2701

Credit:Discovery Communications

CM制作 二次 スポット

クルマなど身の回りのモノにこだわりのある人が多いドキュメンタリー

ナショナル ジオグラフィック

あらゆる領域の“未知”へ挑み、次世代の“知”へ
と変えていくドキュメンタリーチャンネル。事実に
基づき、エンターテイメント性を兼ね備えたコン
テンツを創造し、より多くの人の知的好奇心を
刺激し続けます。

千代田トレーディング
●展開商品：ミーリーコレクション

ナショジオミニ番組シリーズ『ミラクル プロダクト』を制作。イランでロケ
を実施し、人々の生活になくてはならないペルシャ絨毯の魅力に迫って
います。王室工房の伝統的な製法に則って絨毯を作るミーリー工房に
焦点を当て、羊毛採取から織りまで、多くの職人の手を経る全工程を辿
り、12分という長尺に渡って見ごたえのある1本を制作。ミニ番組の素材
を活用して30秒CMも制作。ナショジオチャンネルでOAしたほか、商品
展示会等のイベントで
上映されました。

流 通

FOXネットワークス株式会社　natgeotv.jp/tv/
〒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

ⒸCory Richards/National Geographic Creative

二次制作 CM制作

情報感度が高く知的好奇心旺盛。趣味にお金をかけるアクティブ系ドキュメンタリー

C T M1 M2 M3 F1 F2 F3

C T M1 M2 M3 F1 F2 F3

C T M1 M2 M3 F1 F2 F3

C T M1 M2 M3 F1 F2 F3 C T M1 M2 M3 F1 F2 F3
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各 社
●展開商品：ゴルフ関連イベント等

ゴルフ専門チャンネルとしてツアー中継以外で初の試みとして
「JAPAN GOLF FAIR2018」を4時間にわたり会場から生中継しました。

GOLF FAIRはゴルフにまつわるさまざまな商品が一堂に会し、3日間
で約6万人を動員するゴルフのビッグイベントのひとつです。

番組メインMCには関根勤さんを迎え、他にも多数のゲストの方々に
出演いただき、各ゴルフメーカーの最新のゴルフギアをはじめ、さまざまな
イベント紹介などをしました。
今後も新たな取り組みをし
て、さまざまなゴルフにまつ
わる情報をお伝えしていき
ます。

ゴルフメーカー

制作

Cygames
●展開商品：企業CM

Cygamesがスポンサー契約を結んだキックボクシング界の神童・那須
川天心。

本人がホームリングと言って思い入れのあるキックボクシング団体
「RISE」でのプロデビュー戦以降の軌跡を振り返る『神童-SHINDO- 
那須川天心 RISE2014-2017の全軌跡』を制作。

3年以上の中継実績に
よりアーカイブが蓄積され
ているスカイAだけが実現
できる、那須川選手を起用
したCygames企業CMと
シナジー効果の高い番組
企画が評価を得ました。

ゲーム企画・開発・運営

制作 タイム

“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。

ゴルフネットワーク

ジュピターゴルフネットワーク株式会社　http://www.golfnetwork.co.jp
〒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

©Getty Images

阪神タイガースの主催公式戦からキャンプ中継まで年
間を通して徹底放送。ドラフト会議、夏の高校野球、ゴ
ルフ（トーナメント・レッスン番組）、Bリーグ、テニス、ボウ
リング、クライミング、チアリーディング、新体操、バトント
ワーリング等スポーツが充実。

スカイA

株式会社スカイ・エー　http://www.sky-a.co.jp
（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：営業局 大阪営業部・東京営業部
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

鈴木愛
Photo:Getty Images

30代～60代のゴルフファン・ゴルファースポーツ

主に国内スポーツを観る、または自ら楽しむ方々スポーツ

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、GIANTSプレゲーム
ショーとポストゲームショーを放
送中。ゴルフは国内プロツアー
12大会（メジャー大会含む）を中
継。その他、M o t o G P、N F L

（スーパーボウル含む）、箱根駅
伝、アジアチャンピオンズリーグ
など充実したソフトが目白押し！

日テレジータス

日本テレビ放送網株式会社　http://www.ntv.co.jp/G/
〒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

2018©YOMIURI GIANTS 岡本和真選手

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、生放送の格闘技ニュー
スや、1996年のサムライ開局
以降を中心としたアーカイブ映
像、人気選手出演のオリジナル
番組など、最強ラインナップ。

FIGHTING TV サムライ

スカパーJSAT株式会社　http://www.samurai-tv.com
〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR
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

©新日本プロレス

©RISE

アクティブシニア、通販ユーザーが多いスポーツ 格闘技を愛するすべての男女スポーツ

プロ野球中継（広島東洋カープ・東北楽天ゴールデンイーグルス）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。
※2018年実績

J SPORTS 1

株式会社ジェイ･スポーツ　http://www.jsports.co.jp
〒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

『J SPORTS STADIUM2018』
写真提供：広島東洋カープ

プロ野球中継（オリックス・バファローズ・東北楽天ゴールデンイーグルス）や
M L B、スーパーフォーミュラ・
WRC・WEC・WTCR・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。
※2018年実績

J SPORTS 3

株式会社ジェイ･スポーツ　http://www.jsports.co.jp
〒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

『WRC世界ラリー選手権2018』Photo by 
Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

プロ野球中継（中日ドラゴンズ・東北楽天ゴールデンイーグルス）や、イングラン
ド プレミアリーグ中継、フットサ
ルFリーグ、情報番組デイリー
サッカーニュースFoot！、FIBAバ
スケ（アンダーカテゴリー）、高
校バスケ中継が充実。
※2018年実績

J SPORTS 2

株式会社ジェイ･スポーツ　http://www.jsports.co.jp
〒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

『18/19 イングランド プレミアリーグ』
写真：Shutterstock/アフロ

MLB、イングランド プレミアリーグ、ツール・ド・フランスなどサイクルロードレース、
SUPER GTやフォーミュラE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。
※2018年実績

J SPORTS 4

株式会社ジェイ･スポーツ　http://www.jsports.co.jp
〒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

『Cycle*2018 ツール・ド・フランス』
©Yuzuru SUNADA

35歳～49歳の会社員が中心、健康に強い関心スポーツ

35歳～49歳の会社員が中心、健康に強い関心スポーツ
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35歳～49歳の会社員が中心、健康に強い関心スポーツ

タイガー魔法瓶
●展開商品：ステンレスボトル
●広告会社：大広、博報堂DYメディアパートナーズ 関西支社

タイガー魔法瓶のスポーツシーン向けステンレスボトルの発売に伴い
「スポーツ選手を起用したCMを制作」して「その媒体とタイアップキャン
ペーン」を実施したいというクライアントの要望に応えるべく、田臥選手を
起用したCMを制作し放送しました。

また、対象商品を購入した方向けのプレゼントキャンペーンを行い、WEB
バナーや店頭ポスター、応募ハガキなど、あらゆる制作物にJ SPORTS
ロゴを掲載いただきました。
業界関係・リテラシーを活
かした企画により、クライア
ントの課題解決のみならず、
J SPORTSのブランディ
ングにも繋がりました。

家電メーカー

CM制作 キャン展 スポット
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日本舞台芸術振興会
●展開商品：ローマ歌劇場2018年日本公演

2018年9月に上演されるオペラ「ローマ歌劇場2018年日本公演
『椿姫』」は、映画監督ソフィア・コッポラが演出する話題作。スターチャ
ンネルの2018年2月編成「ソフィア・コッポラ監督特集」内でスポットを
展開し、ソフィアファンへの訴求を図りました。また、オペラ舞台のター
ゲッティングに、映画専門ペイチャンネルのプレミアムな視聴者層イメー
ジが合致したこともご出稿の決め
手となりました。さらにペア1組2名
様分のチケットを提供していただき、
スターチャンネルの会員サービス

「MY STAR CLUB」限定のプレ
ゼントキャンペーンを実施しました。

舞台芸術

キャン展 スポット
映画を愛するすべての人のための「映画エンターテインメントサービス」。最新メ
ガヒット作から不朽の名作まで豊富な映画ラインナップと特集企画、そして独占
日本初放送の海外ドラマを、日本
唯一の吹き替え専門チャンネルを
含む3つのチャンネルとオンデマン
ドでお楽しみいただけます。

スターチャンネル

株式会社スター・チャンネル　http://www.star-ch.jp
〒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：プログラミング/マーケティング本部　マーケティング
担当部署TEL：03-6403-3650　担当部署FAX：03-6403-3698

『キングスマン：ゴールデン・サークル』
© 2017 Twentieth Century Fox Film 

Corporation. All rights reserved.

映画ファン、海外ドラマファン映　画

東 映
●展開商品：映画「孤狼の血」

映画・チャンネルNECOでは、5月12日公開の役所広司主演「孤狼
の血」（東映配給）のスポット展開を実施しました。公開前のGW期間か
ら公開直前までスポットを集中投下したほか、「『強面』ほど素敵なヤツは
いない」と題して、任侠ものやバイオレンス作品を中心とした公開記念
特集を特別編成しました。映画・チャンネルNECOの強みであるVシネマ
と併せたボリューム展開で、
視聴者の興味喚起を実施
した結果、視聴者プレゼント
においてたくさんの応募と
好評価をいただきました。

映画会社

スポット
日本映画の最新ヒット作、懐かしの名作はもちろん、ド
キュメンタリーやドラマ、2Hサスペンス、アニメ、オリジ
ナルのバラエティ番組まで、オールジャンル&オール
ターゲットでラインナップ。そのうえ、テーマごとの特集
編成も充実。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。

映画・チャンネルＮＥＣＯ

日活株式会社　http://www.necoweb.com/neco/
〒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

『山田孝之の東京都北区赤羽』（2018年7月ほか放送）
©「山田孝之の東京都北区赤羽」製作委員会

映画やドラマ好きで好奇心旺盛な中高年層映　画

大鵬薬品工業
●展開商品：大鵬かぜ内服液銀翹散
●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

CM素材を制作されていない広告主へ、オリジナルCM制作を提案。
風邪が流行りだす秋～冬にCMを放送し商品訴求すると同時に、姉妹
チャンネルの「時代劇専門チャンネルガイド」にて購読者へアンケートを
実施。購読者が抱く風邪薬のイメージやCM認知度調査を実施し、広告
主へフィードバッ
クしました。

製 薬

CM制作

映画ファンの心を熱くする話題作を月100作品以上放送中！
「日曜邦画劇場」は最新作を中
心に、「蔵出し名画座」などクラ
シック特集に加え、「倉本聰劇
場」「山田太一劇場」と銘打ち
日本ドラマ屈指の名作もお届け！

日本映画専門チャンネル

日本映画放送株式会社　https://www.nihon-eiga.com/
〒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

「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」
©2017「映画 夜空はいつでも

最高密度の青色だ」製作委員会

こだわりが強く本物志向の男女映　画

各 社
●展開商品：各種

シネフィルWOWOWでは、映画「インディ・ジョーンズ」シリーズ本編直
前にユニークな切り口で謎を紐解く特別解説番組を制作・放送。この番
組は、4人の専門家がそれぞれの分野で培われた多彩な経験と知識を
基に独自の視点で作品の魅力に迫りました。4人の出演者の中で
2018年1月に日本人初「南極点無補給単独徒歩」の偉業を成し遂げ
た、冒険家・荻田泰永氏が登場。冒険家の視点から、シリーズの中で好
きなシーンや体験的な視点を交えて語りました。

シネフィルWOWOWではこの
ような番組枠内で、出演者や作
品に親和性のある広告主の情
報コーナー展開も可能で、イメー
ジ向上を図った展開を実施でき
ます。

各 種

CM制作 キャン展 タイム スポット
名作にこだわり、厳選した映画・ドラマを放送。劇場ヒット作・話題作はもちろん、
他ではなかなか観ることのできない往年の名作やミニシアター公開作、ヨーロッ
パ映画が充実。また、WOWOWの＜連続ドラマW＞や英国ドラマなど、見ごた
えのあるドラマシリーズもお送りしま
す。映画・ドラマの名作を毎月100
本以上、高画質でお送りする映画・
ドラマの専門チャンネルです。

シネフィルWOWOW

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

「ロード・オブ・ザ・リング［エクステンデッド版］」
2018年11月ほか放映

© New Line Productions, Inc.

洋画・ドラマ・旅行を楽しみ、海外報道や外国ブランドにも関心が高い映　画

ジョイパックレジャー
●展開商品：プレゴ（パチンコホール）

パチンコ・パチスロのコンテンツ
を幅広く編成するV☆パラダイス
がオリジナル番組を制作するにあ
たって、広告主が運営するパチン
コ・パチスロホール「プレゴ」チェー
ンのプロモーションとして番組提
供を実施。主に新規ユーザーやラ
イトユーザーへのアプローチとして、
誰もが楽しめるキャッチーな店舗
ブランディングCMを番組内で放
送し、視聴者に効果的に訴求す
ることができました。

パチンコ・パチスロ

タイム
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シネを中心に、あの
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
の実践攻略番組、旬な作品
がどこよりも豊富なグラビア、
興奮間違いなしのバラエティ
番組など豪華なラインナップ
を放送。

V☆パラダイス

株式会社ヒューマックスコミュニケーションズ　http://www.vpara.com/
〒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

©出会い旅プロジェクト

M1～M3映　画

20世紀フォックス
ホーム エンターテイメント ジャパン
●展開商品：映画「エイリアン：コヴェナント」

映画公開に合わせて「エイリアン」シリーズ一
挙放送を編成、年末年始には、同シリーズ吹替
版一挙放送を実施。最新作「エイリアン：コヴェ
ナント」のデジタル配信＆フィジカル発売時期と
合致したことから広告出稿。結果として、番宣
の連動、視聴者プレゼント、チャンネルの販促イ
ベントブースでの展開など、複合的な取り組みと
なりました。

プレゼント応募は、40％以上がオンエアを見て
応募。同シリーズを見ていた40～50代男性が
トップ。女性では、20代が最も多いという結果。特
設サイトの内容含め、高評価の特集となりました。

映像・出版他

キャン展 スポット

「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!

ザ・シネマ

株式会社東北新社　http://www.thecinema.jp
〒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 営業推進センター 広告企画部
担当部署TEL：03-5414-0312　担当部署FAX：03-5414-8847

「ジュラシック・ワールド」
2018年10月放送

© 2015 Universal Studios and 
Amblin Entertainment, LLC. 

All Rights Reserved.

海外志向が強く、趣味活動に積極的で、ゆとりある生活をしている映　画

©Yasuko Kageyama／
Teatro dell’Opera di Roma

パチンコ・パチスロホール「プレゴ」 ©ジョイパックレジャー株式会社

「エイリアン：コヴェナント」
©2018 Twentieth Century 

Fox Home Entertainment 
LLC. All Rights Reserved.
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早川書房
●展開商品：書籍

早川書房の新刊情報や「ミステリマガジン」の特集などを早川書房の
編集者（本のソムリエ＝ブックリエ）自らが紹介する、上級者から入門者
まで幅広い読者に向けたミステリー本の情報番組＜早川書房ブックリ
エ＞を制作・放送をしています。

番組尺は14分で、ミステリーファン好きにはお勧めの番組となってい
ます。

出 版

制作

メディケア生命保険（住友生命グループ）

●展開商品：医療終身保険メディフィットA（エース）
●広告会社：ジェイアール東日本企画

医療終身保険をシニア層に向けて、時代劇風オリジナルCMでユーモ
ラスにわかりやすく紹介。長い間、京都の撮影所で時代劇制作に携
わったスタッフによるオリジナルCM制作は、時代劇専門チャンネルなら
ではの提案です。

本 C Mは時
代劇専門チャ
ンネルだけでは
なく、地上波や
民放BS局でも
放送されました。

生命保険

CM制作

美和ロック
●展開商品：企業広告
●広告会社：読売広告社/博報堂DYメディアパートナーズ
●協力会社：静岡朝日テレビ

地上波・BSでも放送さ
れた美和ロックの提供番
組『宮本隆治のあなたを
守るこれからのセキュリ
ティ～安全で安心な未来
の為に～』をスーパー！ ド
ラマTVにて1月26日（金）に放送。当日は、住宅の玄関ドアや勝手口の
ドアに補助錠を設置して防犯強度を高める「1ドア2ロック」の認知獲得
と防犯意識の向上を目的に「ワンドアツーロックの日」として認定されて
おり、その日に合わせて放送。この番組では、これからの日本で「安全」か
つ「安心」して暮らすために、これからのセキュリティはどうあるべきかを考
えています。

セキュリティメーカー

クロス タイム

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。
『SHERLOCK シャーロック』
『シャーロック・ホームズの冒険』
『名探偵ポワロ』『アガサ・クリス
ティー ミス・マープル』『刑事フォイ
ル』など英国の本格ミステリーをは
じめ、『刑事コロンボ』から日本の
2時間サスペンスまで、世界各国
の選りすぐりのミステリードラマが
集結！

AXN ミステリー

株式会社ミステリチャンネル　http://mystery.co.jp/
〒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

『名探偵ポワロ』

『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。2019年も待
望の新作を制作予定！

時代劇専門チャンネル

日本映画放送株式会社　https://www.jidaigeki.com/
〒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

©『鬼平犯科帳』毎週日曜あさ10時ほか放送  ©松竹

視聴可能世帯数日本最大の海外ドラマ専門チャンネル！『S.W.A.T.』『ブラック
リスト』『クリミナル・マインド』
『SCORPION/スコーピオン』な
ど、全米大ヒットの最新作から誰
もが知っている名作・傑作まで、
話題の本格海外ドラマを世界中
からセレクトして放送。

スーパー！ ドラマＴＶ

株式会社スーパーネットワーク　http://www.superdramatv.com/
〒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

『S.W.A.T.』
© 2017 Sony Pictures Television Inc. 

and CBS Studios, Inc. All Rights 
Reserved.

テレビ視聴に積極的で知的好奇心が旺盛、アクティブで余裕があり、健康や美容に関心が高く、こだわりがあるド ラ マ

健康志向の高いアクティブシニアド ラ マ

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

アット エンタテインメント
●展開商品：「幽幻道士＆来来！キョンシーズ」コンプリート・ブルーレイ・ボックス

「幽幻道士＆来来！キョンシーズ」コンプリート・ブルーレイ・ボックス［デ
ジタルリマスター版］の発売にあわせて、プロモーション動画の制作～
CM放送を担当。また放送のみならず、自社企画のイベント「CINEMA 
HALLOWEEN PARTY」にてステージタイムを設け、仮装したダンサー
が作品の世界観を踏襲したダンスを披露し、リアルイベントで多数の若
いオーディエンスを盛り上げ、作品に対する興味関心を向上させました。

映画配給・DVDメーカー

CM制作 イベント スポット

アメリカン航空
●展開商品：アメリカン航空プロモーション

航空会社であるアメリカン航空のTVスポット・ミニ番組・番組提供・イ
ベントへの協賛を紹介など長期に渡り取り組ませていただきました。

ビジネスクラスの快適性や機
内食・ヘッドフォン、映画コンテ
ンツの充実度などをインフォマー
シャルとして制作。

また、10月下旬に開催された
＜東京国際映画祭＞（会場：六
本木ヒルズ）のオフィシャルサ
ポーターの協賛を紹介し、展開
をサポートしました。

航空会社

CM制作 二次 スポット その他

加入世帯数日本最大級の映画専門チャンネル。世界的大ヒット作や、劇場最
新作と連動したシリーズ作品をはじめ、カー・アクションやスパイ映画を24時間連
続放送する“まるっと24時間”企画や、
人気声優をフィーチャーした“吹替王国”
など、テーマごとの特集も。さらに、カンヌ
映画祭独占、スター来日情報番組など、
他では見られないコンテンツも充実。

ムービープラス

ジュピターエンタテインメント株式会社　http://www.movieplus.jp
〒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

「ラ・ラ・ランド」2018年10月ほか放送予定 © 2017 Summit 
Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit: 
EW0001: Sebastian （Ryan Gosling） and Mia （Emma 
Stone） in LA LA LAND.Photo courtesy of Lionsgate.

ハリウッドの超大作・話題作を中心に、最新の海外ドラマを24時間オンエア！
全米視聴率No.1の大ヒットドラマ『THIS IS US 36歳、これから』など、全米
高視聴率の人気シリーズを
多数ラインナップし、海外ドラ
マ・ファンはもちろん、エンタメ
関心層のニーズに応えます。

AXN 海外ドラマ

株式会社AXN ジャパン　http://axn.co.jp/
〒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

© 2016-2017 NBCUniversal 
Media, LLC. All rights reserved.

FOXムービーは、1980年代、1990年代の名作映画から、エッジの効いた最
新B級映画まで、すべての人
にエンターテイメントをお送り
する映画チャンネル。
みんなが知らない、そしてみん
なに見てもらいたい「刺激あ
る」良作をお届けします。

FOXムービー

FOXネットワークス株式会社　http://tv.foxjapan.com/movies/
〒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

『アイ・アム・レジェンド』
©Warner Bros. Entertainment Inc.

オールターゲット映　画

流行に敏感で、海外の情報やサービスにも興味があり、趣味への投資も積極的ド ラ マ

安定したライフスタイルを重んじるゆえにエンタメを愛する30代～60代映　画

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。

ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ

松竹ブロードキャスティング株式会社　http://www.homedrama-ch.com/
〒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

『剣客商売』 ©松竹

女性比率が高く、主婦層の割合が高いド ラ マ
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ゲームメーカー各社
●展開商品：ゲームソフト、ゲームアプリなど
●広告会社：電通 他

2018年7月に7年目を迎えたゲーム情報番組『ゲーム★マニアック
ス』を軸に、番組発の「ゲーム情報HP」（WEB）をよりオンラインメディア
として強化しました。ゲーム専門ライターによる攻略情報の充実、Twitter

（SNS）による参加拡散型キャンペーン、番組アシスタントを稼動した
YouTubeでのゲーム実況動画、コアなアニメファンを取り込んでのス
ポットCMとあわせて、
<放送、WEB、SNS、
ネット配信とオールイ
ンワンでプロモーショ
ンが実現できるゲーム
マーケティング機能>
のさらなる発展を目指
します。

ゲーム（アプリ、PC等）

CM制作 スポットクロス その他キャン展

アニマックスは大人だけのものでも、子
どもだけのものでもありません。また、ア
ニメから離れていた方でも楽しめる、多
彩な作品をお届けしています！
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。アニメ見るならアニマックス。

アニマックス

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン　http://www.animax.co.jp
〒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

『名探偵コナン』©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS

幅広い世代のアニメ好きの方、ファミリーア ニ メ

イオンファタジー
●展開商品：モーリーファンタジー、PALO

イオンファンタジーでは、きかんしゃトーマス新作映画公開に合わせて
全国のアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」で遊べるク
レーンゲーム限定のプライズアイテム「きかんしゃトーマス ビッグサイズ
ぬいぐるみ」と「ぬいぐるみ マスコット」を企画・採用、カートゥーン ネット
ワークでは15秒のスポットCMを制作しました。また、レギュラー放送中の
番組「きかんしゃトーマス」に加えて、新作映画公開に合わせて過去の

「きかんしゃトーマス」長編
映画を特番編成し制作し
たスポットを放送、「モー
リーファンタジ ー 」と
「PALO」への来場を促進
しました。

アミューズメント施設

スポットCM制作
世界192カ国以上、4億世帯以上が視聴する世界最大級のアニメ専門チャン
ネル。永遠の名作『トムとジェリー』を
はじめ、『きかんしゃトーマス』など大人
気のアニメからオリジナルアニメ『パ
ワーパフ ガールズ』や『おかしなガム
ボール』、『アドベンチャー・タイム』な
ど世界中から厳選した良質な作品を
24時間放送。

海外アニメ！カートゥーン ネットワーク

ターナージャパン株式会社　http://www.cartoonnetwork.jp
〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町1-5-18 千代田ビル4F
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：03-6381-0701

『パワーパフ ガールズ』
TM＆©2018 Cartoon Network.

12歳以下の子どもおよびその保護者ア ニ メ

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
ナル番組ハピクラや、ご家族でお楽
しみいただける名作アニメ、銀魂、名
探偵コナンの劇場版など人気作・
話題作も。子どもから大人まで夢中
になれるエンタテインメントが勢ぞろ
い。夢、感動にあふれ、創造力を刺
激する楽しさいっぱいの“こども・アニ
メ専門チャンネル”です。

キッズステーション

株式会社キッズステーション　http://www.kids-station.com
〒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

©キッズステーション

未就学児童を含むキッズとそのファミリーやアニメファンア ニ メ

倉 橋
●展開商品：こうのとりの恩返し
●広告会社：グランドビジョン

2017年10月～12月の期間で、クライアントの商品を買取りさせてい
ただくプレゼントキャンペーンにて、お米「こうのとりの恩返し」の発注をい
ただきました。スポットオンエアと合わせて、プレゼントキャンペーン告知ス
ポットや、ファミリー劇場のメールマガジン・Twitter・Facebookでのアプ
ローチ、ファミリー劇場ホームページ内でのキャンペーン特設サイトを展
開しました。食欲の秋ドラマSP特集を組み、『連続テレビ小説　ごちそう
さん』などグルメドラマを編
成したことも功を奏し、当
選者数303名に対して
応募総数3,356件という
結果になりました。

米販売

スポットキャン展

ワールド・ビジョン・ジャパン
●展開商品：チャイルドスポンサーシップ
●広告会社：ジュピターテレコム

ワールド・ビジョン・ジャパンが行う月々の継続的な寄付プログラム
「チャイルド・スポンサーシップ」の告知コマーシャル。開発途上国の子ど
もたちの支援のため、テレビを通して新規の寄付者を募集しています。シ
リーズ５カ国目となる今回はネパールで撮影を実施。ドキュメンタリー番
組風に子供たちの日常にフォーカスし、児童労働しなくてはならない環境
下にある子供たちの「夢
と希望」を表現。番組ナ
レーションはワールド・ビ
ジョンの親善大使である
女優の酒井美紀が担当。
またFOX制作のインフォ
マーシャルを他媒体でも
二次利用展開しました。

国際協力NGO

CM制作 二次

私たちは、ふだんの毎日に未知の興奮を届けたい。我を忘れて熱狂したり、愛し
てやまないものを仲間と語る歓び
を届けたい。アイドル、オカルト、声
優、コスプレ、ドラマ、アニメ、特撮
などなど、観たい！知りたい！という
気持ちに応えるラインアップ。さあ、
心が乾いたら、スイッチオン。あな
たを、未知の楽しさで満たすファミ
リー劇場です。

ファミリー劇場

株式会社東北新社　https://www.fami-geki.com/
〒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 営業推進センター 広告企画部
担当部署TEL：03-5414-0312　担当部署FAX：03-5414-8847

『ドリフ大爆笑』©イザワオフィス

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。『24』や『プリズン・ブレイク』など海外ドラ
マの最高傑作を送り出してきた
FOXは、『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。まるで本国で見
ているようなリアルタイム感で堪
能できます。

FOX

FOXネットワークス株式会社　http://tv.foxjapan.com/fox/
〒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

『ウォーキング・デッド』シーズン9
THE WALKING DEAD TM & ©2018 AMC Network Entertainment LLC. All rights reserved.

健康志向が高く、子どもがいるファミリー層ド ラ マ

海外志向と情報感度が高い25歳～39歳の男女ド ラ マ

冒険！仲間！正義！の最強オモシロTV！
ディズニーの人気者や
ヒーロー、スター・ウォー
ズにマーベルがゾクゾ
ク集結！映画うまれの
最新アニメーションあり、
ここだけの爆笑番組あ
り、バラエティ豊かな最
強チャンネルです。

ディズニーXD（エックスディー）

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社　http://www.DisneyXD.jp
〒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

『ダックテイルズ』©Disney

「ディズニージュニア」は世界で展開されてい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、二カ国語放送では楽しみながら英
語に触れることができます。

ディズニージュニア

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社　http://www.disneyjunior.jp/junior/
〒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

『ちいさなプリンセスソフィア』©Disney

6歳～12歳のキッズとその家族ア ニ メ 2歳～7歳のキッズとその家族ア ニ メ

© 2018 Gullane （Thomas） Limited.
© 2018 HIT Entertainment Limited.

各 社
●展開商品：各種

オリジナル情報番組『ホビッチョ！』の夏スペシャルとして、「東京おも
ちゃショー2017」にて出展ブース取材や「おもちゃ大賞2017」受賞玩
具の紹介など、エンタテインメントに特化した内容で番組を構成。幅広い
視聴者に楽しく、わかりやすく商品をプ
ロモーションしました。また、番組と連動
したプレゼントキャンペーンでは、応募
総数5,000件以上を獲得し、好評を博
しました。プレゼントキャンペーンの集
客ではスポット放送の他にW E Bや
SNSを活用するなど、多面的に展開。
クライアントにはイベント取材映像を二
次利用いただくなど、ご出稿の継続に
繫がる施策となりました。

玩 具

制作 CM制作 イベント クロス キャン展 二次 タイム スポット その他
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180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

バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社　http://www.mtvjapan.com
〒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

「MTV VMA 2017」エド・シーラン 
Photo: Getty Images

15歳～34歳の男女音　楽

ヤマハミュージック
エンタテインメントホールディングス
●展開商品：「Still On The Run : The Jeff Beck Story」

ジェフ・ベック最新ドキュメンタリー映像作品「Still On The Run : 
The Jeff Beck Story」発売に合わせCMを展開。また、ロック系情報
番組内にて発売記念グッズプレゼントを行うことで、ターゲット層に対し、
より効果的な商品訴求を図りました。

情報・通信業

スポット

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
としたさまざま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!!

ミュージック・エア

株式会社アトス・インターナショナル　http://www.musicair.co.jp
〒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

Provided by Music Video Distributors, Inc.

30代以上の男女音　楽

ラジコ
●展開商品：IPラジオサービス「ラジコ」
●広告会社：電通

パソコンやスマートフォンで無料でラジオが
聴けるサービス「ラジコ」の紹介をした60秒の
インフォマーシャルを制作しました。弊社のアニ
メ音 楽プロジェクト「リスアニ！」の 番 組

『LisAn i！NAV I』内やイベント「リスアニ！
LIVE」にてオンエア。キャスティングにアニメ
音楽とラジオの関連性の高いニッポン放送
アナウンサー・吉田尚記さん、文化放送で
パーソナリティーをされている青木佑磨さんを
起用。また、イベント内ではラジコのオリジナル
リーフレットも配布し、アニメや音楽好きなファ
ンにアプローチすることができました。

情報・通信業

CM制作 イベント スポット

J-POPからロック、K-POP、アイドル、アニソン・声優系、ヴィジュアル系まで、さ
まざまなジャンルを網羅する音楽チャンネル。特にライブコンテンツに力を入れ、
生中継や最新ライブ、過去のライブ
など、幅広い形態のライブを365日
毎日オンエア。また、旬なアーティス
トの特番やMV特集も充実。「みん
なの見たい・知りたい」を満足させる
番組がそろう。

MUSIC ON! TV（エムオン！）

株式会社エムオン・エンタテインメント　http://www.m-on.jp/
〒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

「リスアニ！LIVE 2018」GARNiDELiA

最新の音楽だけではなく、エンタメの知識が豊富音　楽
    

大鵬薬品工業
●展開商品：チオビタ・ドリンク 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

2015年レギュラー番組『演歌男子。2』より1社冠提供を継続。
2017年4月～9月放送シリーズ第4弾『プレゼン！演歌男子。』でも引き
続き、商品のプレイスメントやインフォマーシャル制作・放送、視聴者プレ
ゼントを実施しました。

インフォマではCM制作していない商品を中心に、ターゲットである中
高年視聴者層へのダイレクト
な訴求を成功。また、夏のイベン
ト「演歌男子。学園祭LIVE」に
おいても特別協賛を実施し、来
場者へのサンプリングやブース
展開などを通して、「演歌男子。
といえば大鵬薬品」というイメー
ジの浸透を実現しています。

製 薬

CM制作 イベントタイム

演歌、1960～90年代前半のアイドル、フォーク、ニューミュージックの名曲を
たっぷりお届けする音楽チャンネル。演歌・歌謡曲の最新情報やコンサート独
占放送、懐かしの名番組から伝説
のコンサートまで、365日演歌・歌謡
曲が楽しめます。日本で唯一の演
歌・歌謡曲専門チャンネル。

歌謡ポップスチャンネル

株式会社WOWOWプラス　http://www.kayopops.jp
〒105-6026 東京都港区虎ノ門4-3-1
担当部署名：メディア営業局 広告営業部
担当部署TEL：03-6702-0243　担当部署FAX：03-6702-0249

『独占放送 吉幾三 45年間、ありがとう
～ファイナルコンサート～』

音楽はもちろん旅行・スポーツ等に関心が高く、テレビ視聴にも積極的音　楽

各 社
●展開商品：各種

音 楽チャンネル主 催としては日本 最 大の野 外フェスティバル
「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」を毎年8月に富士
山を臨む山中湖畔で開催。2017年は3日間で約60組のアーティストが
出演し、来場者数は約7万人を記録。協賛枠も完売しました。会場内に
おけるブース展開はもちろんのこと、人気レギュラー番組との連動企画
やライブ映像の二次利用
など、音楽チャンネルならで
はの多彩なコンテンツをプ
ロデュース。単なる露出に
とどまらないプロモーション
効果を協賛各社へ提供し
ています。

各 種

制作 CM制作 イベント クロス キャン展 二次 スポット その他邦楽ロック&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No.1の音楽チャンネ
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。

スペースシャワーTV

株式会社スペースシャワーネットワーク　http://www.spaceshowertv.com
〒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

©SPACE SHOWER
SWEET LOVE SHOWER 2017

音楽カルチャーへ関心が高く、その周辺のモノやコトへの消費意欲が旺盛音　楽

ジェイフロンティア
●展開商品：酵水素328選
●広告会社：ジャパンエージェンシー

ジェイフロンティア（株）の「酵水素328選」のスポット広告を女性ター
ゲット向けに展開。長尺インフォマーシャルに加え、120秒を組み合わせ
ることで、時間帯、曜日などきめ細やかに設定し、レスポンス向上に努め
ました。また、放送のCMに加え、アジアドラマチックTV視聴者向けにネッ
トバナー広告も連携させ、放送CMの補完を図ると共に、ネット上での認
知向上、クライアント様のホームページ
への集客に貢献しました。

ヘルスケア

スポットクロス

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、字幕版でお届けしています。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！

アジアドラマチックTV

株式会社ソラシア・エンタテインメント　http://www.so-netme.co.jp/adtv/
〒106-8531 東京都港区六本木3-16-33 青葉六本木ビル3F
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

©SBS

女性中心で、コンテンツへのこだわりも強く、美容や健康に興味を持つ層総合エンターテイメント

Copyright © kosuiso. All Rights Reserved.

アニメーションはもちろん、映画やドラマ、子どもの情操教育を育む番組など、
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！

ディズニー・チャンネル

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社　http://www.disneychannel.jp
〒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

『ミッキーマウス！』©Disney

4歳～12歳のキッズとその家族総合エンターテイメント

C T M2 M3 F2 F3
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各 社
●展開商品：各種

世界20カ国で放送されたロシアの歴史ドラマ『エカテリーナ』の日本
初放送に先駆けて、2018年2月15日（木）に、在日ロシア連邦大使館
で先行試写パーティと「海外旅行券プレゼントキャンペーン」を実施しま
した。

先行試写パーティは倍率4倍以上の人気。一般のお客様を招き、漫
画家・声楽家の池田理代子を迎えたトークショーや、シャンデリアの煌め
く大使館内のゴージャスな会場
にて、ロシア料理を堪能していた
だきました。ドラマの世界を彷彿
とさせる空間に、お客様は大興
奮。大盛況のうちに終了しました。

各 種

イベント

オークローンマーケティング
●展開商品：ショップジャパン（女性向け商品）
●広告会社：インターワールド

主に女性向け商品の29分枠、14分枠、5分枠、120秒枠の展開が
好調。日テレのドラマ、韓国ドラマ、名探偵コナン、映画公開等と連動し
た休日特別編成企画でのレスポンスが高い。ハイクオリティーなコンテン
ツが多く、視聴者に継続的に支持されているチャンネルと評価いただい
ております。

通信販売

スポット

NHK大河『八重の桜』をはじめ、中国『麗王別姫』、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、大人世代の本物志向に応えた幅
広いジャンルの番組を編成！その他、最
新歌謡をチャンネル銀河セレクトでお届
けする『新譜！にっぽんのうた』を放送中。

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

チャンネル銀河株式会社　https://www.ch-ginga.jp
〒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

『オスマン帝国外伝～愛と欲望のハレム～』シーズン2 
©Tims Productions

ドラマ・アニメ・音楽・バラエティ…最新作から名作まで日テレの番組が満載！
2.5次元舞台、声優、鉄道、麻雀
などのオリジナル番組も充実。

『名探偵コナン』『それいけ！アンパ
ンマン』絶賛放送中！

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ

株式会社CS日本　http://www.nitteleplus.com
〒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:03-5962-8230  担当部署FAX:03-5537-5775

『名探偵コナン』
©青山剛昌／小学館・読売テレビ・

TMS 1996

瀬戸内ホールディングス
●展開商品：guntu（ガンツウ）PR
●広告会社：ポリバレント

瀬戸内海に新たに就航した豪華客船「guntu （ガンツウ）」の魅力を
紹介する番組を、営業持ち込み番組として成立させました。俳優・草刈
正雄が「せとうちの海に浮かぶ、ちいさな宿」をイメージして作られた話題
の船に乗り込み、豪華な旅の楽しみ方を紹介しました。

観 光

制作 タイム

スカパー！のチャンネル契約世帯は全て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ティスト
のライブ中継、話題のスポーツの中
継や解説など、ココロ動くコンテンツ
をお届けします！

BSスカパー！

スカパーJSAT株式会社　http://www.skyperfectv.co.jp
〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR
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

写真:アフロ

スカパー！の全加入世帯総合エンターテイメント

40代以上の大人世代総合エンターテイメント

日テレのドラマ・アニメ・音楽・バラエティー好き、韓流ドラマ好き総合エンターテイメント

サン・クラルテ製薬
●展開商品：各種
●広告会社：Dダイレクションズ　●協力会社：ファインドスター

健康食品や美容商品などのお取り扱いが豊富な「あかるい未来をあ
なたと共に」のサン・クラルテ製薬。エンタメ～テレ自社製のパチンコ、麻
雀番組などのギャンブルコンテンツ、韓流ドラマや『コリ☆スタ』などの韓
流コンテンツといった幅広いコンテンツから幅広いターゲットに向け絶賛
出稿中。

製 薬

その他

埼玉県川島町
●展開商品：川島町PR

豊かな自然と農産物に恵まれた川島町のPR企画を実施。LaLa TV
オリジナル番組『メンズキッチン』で川島町の特産物である、いちじくを
使ったレシピを考案。また、川島町の観光名所やグルメを取材し、オリジ
ナル情報番組内で特集しました。並行して撮影した素材で川島町紹介
動画を制作し、そのVTRをWEBページで活用し、川島町のイメージ訴求
に貢献しました。

自治体

CM制作 二次 タイム

人気雀士オールスター戦『天空麻雀』、激アツ『パチスローライフ』、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！話
題作充実の韓国ドラマ、毎
月新作ゾクゾクのグラビア
のグラビアや仁侠映画も満
載！やんちゃな大人の刺激
的エンタメ！

エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ

名古屋テレビネクスト株式会社　http://www.entermeitele.com
〒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

『超ムーの世界』©エンタメ～テレ

女性の“今”だから観たい！をかなえるエンタテインメント・メディア。
ドラマ、ライブ、シネマ、ライフスタ
イルの4つのジャンルから、女性の

“今”だから観たい！をかなえるコン
テンツを厳選してお届けします。

女性チャンネル♪ LaLa TV

ジュピターエンタテインメント株式会社　http://www.lala.tv
〒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

『SEX AND THE CITY』シーズン4
©2018 Home Box Office, Inc. All Rights 
Reserved. HBO and all related programs 
are the property of Home Box Office, Inc.

30代～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

30代～50代の女性総合エンターテイメント

モンデリーズ・ジャパン
●展開商品：リカルデント

食品メーカー

リカルデントのテーマ「すきま時間の活用法」をテーマにした番組を制
作。サラリーマンの日常と、最新フィットネス クロスフィットを合わせ、男性
が1日のスケジュールの中で、リカルデントガムを食べるタイミングを映像
化し、FOX SPORTで視聴者にお届けしました。同時にプレゼントキャン
ペーンを実施し、視聴者に、リカルデントのガムを提供しました。

CM制作 キャン展
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、
FOXスポーツ＆エンターテイメント。
プロ野球「福岡ソフトバンクホークス」の主催試合生中継、UFCの最高峰「ナ
ンバーシリーズ」、国内男子プロバスケット
ボールリーグ「Bリーグ」などの厳選された
話題のスポーツ中継を中心に、ドラマやリ
アリティショーなど多彩なジャンルの番組
をお届けします！

FOXスポーツ＆エンターテイメント

FOXネットワークス株式会社　http://tv.foxjapan.com/fse/
〒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

©Fukuoka SoftBank HAWKS Corp. 
All Rights Reserved.

デジタルや趣味意欲の高い男性を中心としたスポーツ好き総合エンターテイメント

C T M1 M2 M3 F1 F2 F3
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TBSの人気番組が満載！ドラマ『SPEC』『コウノドリ』『下町ロケット』『渡る世間
は鬼ばかり』『水戸黄門』、AKB48
グループ＆乃木坂46オリジナルバ
ラエティ、音楽ライブ、新作アニメ＆
特撮、プロ野球完全生中継、大ヒッ
ト映画、話題の韓ドラ＆K-POPなど
“見たい番組が必ずある”総合エン
タメチャンネル！

TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画

株式会社ＴＢＳテレビ　http://www.tbs.co.jp/tbs-ch
〒107-8006 東京都港区赤坂5-3-6
担当部署名：メディア事業部
担当部署TEL：03-5571-2880　担当部署FAX：03-5571-2174

『SPEC
～警視庁公安部公安第五課 

未詳事件特別対策係事件簿～』

プロ野球・横浜DeNAベイスターズ主催公式戦を完全生中継！フィギュア・ゴル
フ・ボクシング・海外サッカーなど
スポーツ充実！金八先生、ス
クール・ウォーズ、江戸を斬るほ
か名作ドラマ＆時代劇から、2.5
次元ミュージカル、人気声優特
番、ハイキュー！！、けいおん！など
大ヒットアニメ、風雲！たけし城ま
で一挙放送！

TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ

株式会社ＴＢＳテレビ　http://www.tbs.co.jp/tbs-ch
〒107-8006 東京都港区赤坂5-3-6
担当部署名：メディア事業部
担当部署TEL：03-5571-2880　担当部署FAX：03-5571-2174

『3年B組金八先生（第8シリーズ）』

健康＆美容、高額商品に強い関心あり総合エンターテイメント 経営・管理職、旅行や不動産に強い関心あり総合エンターテイメント

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『 E X シ ア ター T V 
LIVE』など名作厳選エンタ
メチャンネル!

テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ

株式会社テレビ朝日　http://tv-asahi.co.jp/ch/
〒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　

『ドラえもん』©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

ファミリー世帯、特に小さい子どもとお母さん総合エンターテイメント

フィギュアスケート、サッカー、水泳、バドミントン、世界体操、プロレスなどスポー
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『 麻雀オールス
ター』などの麻雀番組、名作ア
ニメやドラマも放送中！

テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ

株式会社テレビ朝日　http://tv-asahi.co.jp/ch/
〒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　

『ワールドプロレスリング』©新日本プロレス

アクティブシニア、特にスポーツファン総合エンターテイメント

セガゲームス
●展開商品：プレイステーション4専用ソフト「北斗が如く」

人気漫画『北斗の拳』が、「龍が如くスタジオ」の手によって初のアク
ションアドベンチャーゲームとして登場したPS4専用ソフト「北斗が如く」。
『北斗の拳』はパチンコ・パチスロ機種でも人気を博しています。そこ

で、パチンコパチスロ番組に定評のあるMONDO TVで、パチンコ・パチ
スロユーザーをターゲットにした発売プロモーションを展開。MONDO 
TV NEWSキャスター（CG）を活用したパブ・インフォマーシャルを制作し、
パチンコ・パチスロ番組を
中心に発売前後で集中
放送を行い、ユーザー層
の拡大を図りました。

ゲーム

スポットCM制作
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。

MONDO TV

ターナージャパン株式会社　http://www.mondotv.jp
〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町1-5-18 千代田ビル4F
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：03-6381-0701

『モンド麻雀プロリーグ女流モンド杯』
TM＆©2018 Turner Japan

主に30代～60代の男性中心総合エンターテイメント

©SEGA
©武論尊・原哲夫/

NSP 1983 版権許諾証GA-217

ポニーキャニオン
●展開商品：映画「ポリーナ、私を踊る」劇場公開

ミニシアター系良質映画の放送とバレエ特集に合わせて、映画「ポ
リーナ、私を踊る」劇場公開告知のスポットCMを制作、放送しました。

また、WOWOW WEB会員の中から抽選で100名限定でスマートフォ
ンで鑑賞できるオンライン試写会「どこでもシアター」に招待する施策を
実施。試写会告知スポットも制作、放送しました。弊社と親和性の高い
映画好き層、クラシックバ
レエをはじめとする舞台好
きの層に向けて効果的に
劇場公開PRを行いました。

エンターテインメント

CM制作 クロス キャン展 スポット「映画のある人生を。」
映画ファンにはたまらない、24時間映画専門チャンネル。約700本に及ぶ初
放送タイトルをはじめ、洋画・邦画合わせて年間約1,500タイトルを放送。独自
の視点でセレクトした作品を紹介する

『Ｗ座からの招待状』、リクエストに応じ
て放送する『あなたの映画館』など、双
方向のコミュニケーションの楽しさも
WOWOWシネマならではの魅力。

WOWOWシネマ

株式会社WOWOW　http://www.wowow.co.jp
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：事業局 事業部
担当部署TEL：03-4330-8160　担当部署FAX：03-4330-8161

可処分所得が高めで、流行やトレンドに敏感、先進性の高いものに惹かれる方総合エンターテイメント

映画「ポリーナ、私を踊る」
©2016 Everybody on Deck 
- TF1 Droits Audiovisuels  -

 UCG Images - France 2 Cinema

可処分所得が高めで、流行やトレンドに敏感、先進性の高いものに惹かれる方総合エンターテイメント

三菱電機
●展開商品：三菱録画テレビ「REAL」
●広告会社：アイプラネット

番組をとっても簡単に、しかも大容量でたっぷり録れる三菱電機の録
画テレビ「REAL」。その商品の魅力を訴求するために、ドラマ制作のク
オリティに定評のある弊社でドラマ仕立ての60秒CMを制作。
「三菱電機の録画テレビを買ってからは、その簡単便利さ故、録画す

ることに録り憑かれた男の物語『「録り」憑かれた男』というシリーズCM
を1年に渡って合計5作
品放送しました。親和性
の高いドラマ好き層・映
画好き層に向けて大いに
アピールすることで、商品
の認知度・理解度向上
に貢献しました。

総合電機メーカー

「出会いにあふれた毎日を。」
作品のクオリティを極限まで追求したオリジナルドラマ『ドラマＷ』と世界中で好
評を博している新作海外ドラマを中心に、家族みんなで楽しめる映画や世界最
高峰のドキュメンタリー、そしてオリジナルの『ノンフィクションＷ』など多彩なジャ
ンルから選りすぐったプログラムを総合的に放送。

WOWOWプライム

株式会社WOWOW　http://www.wowow.co.jp
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：事業局 事業部
担当部署TEL：03-4330-8160　担当部署FAX：03-4330-8161

スポットCM制作

LIXIL
●展開商品：企業ブランド
●広告会社：電通

WOWOWでは、プロテニスプレーヤー錦織圭選手も活躍中のテニ
ス・グランドスラム４大会を全て放送しています。　

今回、全豪オープンテニス、全米オープンテニス2大会の生中継内で、
錦織選手とグローバル・パートナーシップ契約を結ぶLIXILが企業ブラン
ドCMを放送。多く
のテニスファン、錦
織選手ファンに向
けてしっかりとブラン
ド訴求を行いました。

建材・設備機器

スポット

可処分所得が高めで、流行やトレンドに敏感、先進性の高いものに惹かれる方総合エンターテイメント

「忘れられない瞬間を。」
フルシーズン生中継で楽しめる世界最高
峰のスポーツや、スタジアムの熱気をリア
ルタイムで味わえる音楽ライブ、さらには
劇場の最前列にいるかのような舞台など、
ライブの迫力をとことん放送。アスリート
やアーティストの吐息まで聞こえてきそう
な臨場感あふれる“生の迫力”を心ゆくま
でご堪能下さい。

WOWOWライブ

株式会社WOWOW　http://www.wowow.co.jp
〒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：事業局 事業部
担当部署TEL：03-4330-8160　担当部署FAX：03-4330-8161

『全米オープンテニス』
錦織圭 写真：AFP/アフロ、大坂なおみ 写真：アフロ、

フェデラー 写真：ロイター/アフロ、ジョコビッチ、ナダル、ズべレフ Getty Images
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チャンネル紹介 ＆ 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 タイム …番組提供 スポット …スポットCMCM制作 …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

ファミリーマート
●展開商品：フランチャイズオーナー募集

ファミリーマートのフランチャイズ（以下
FC）加盟店オーナーに密着した28分の番
組企画に、過去4回、継続参画いただいてい
ます。コンビニオーナーの仕事ぶりに密着し、
余暇の過ごし方や気になる収入面までインタ
ビュー取材。

第三者目線で客観的に描いた番組の評
価は高く、TV放送にととまらず、再編集（短
尺版）してセミナー・説明会などで上映したり、
DVD化して加盟店候補者に配ったりと、幅広く二次活
用していただきました。

また、番組はファミリーマートFC加盟店オーナー募集
サイトに年間で掲載されています。

コンビニ/フランチャイズ事業

制作 クロス 二次

湯峡の響き 優彩
●展開商品：旅館の告知
●広告会社：JTBプランニングネットワーク

180秒の映像に旅館の魅力を余すことなくゆったりと盛り込んだイン
フォマーシャルを制作。放送時期はスポンサーの誘客タイミングにあわせ
プランニングするとともに、旅チャンネル各公式サイトでの掲載をパッケー
ジにしました。

制作した映像は、
館内紹介映像やさま
ざまなプロモーション
映像として活用いた
だいています。

旅 館

CM制作 二次 スポット

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TV◆大人の趣味とライフスタイル

株式会社ジュピタービジュアルコミュニケーションズ　http://www.actontv.com
〒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

アクトオン新車情報 Audi RS 3

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・鉄道など多彩なジャ
ンルの番組は、知的好奇心を満たし、
心を癒すひと時をご提供します。

旅チャンネル

ターナージャパン株式会社　http://www.tabichan.jp
〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町1-5-18 千代田ビル4F
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：03-6381-0701

『髙嶋政宏の旅番長』
TM＆©2018 Turner Japan

名進研ホールディングス
●展開商品：企業告知
●広告会社：電通名鉄コミュニケーションズ

日本中に将棋ブームを巻き起こしている、藤井聡太六段（当時）が、つ
いに公式戦で師匠・杉本昌隆七段との初対局を迎えることになり、この
歴史的な対局を、『師弟対決！第68期王将戦一次予選杉本昌隆七段
vs藤井聡太六段』として番組を独占完全生中継。

この時期、新たに将棋教室を開講準備中だった大手学習塾運営の
名進研ホールディングス

（本社：愛知県名古屋市）
が、将棋教室開講情報を
告知する15秒CMを、生
中継のこの番組にて初
放送しました。

学習塾

スポット

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。

囲碁・将棋チャンネル

株式会社囲碁将棋チャンネル　http://www.igoshogi.net
〒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 営業推進センター 広告企画部
担当部署TEL：03-5414-0312　担当部署FAX：03-5414-8847

第26期「銀河戦」予選
平藤眞吾七段VS藤井聡太四段（当時） 

©囲碁・将棋チャンネル

「健康」にこだわりを持っており広告関心が高く、テレビ視聴時間が長い趣味・娯楽・教育・教養

趣味や新しいライフスタイルを発見したいと思っている方趣味・娯楽・教育・教養

30代～60代女性、50代～60代男性、旅好き趣味・娯楽・教育・教養

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！！

フジテレビONE スポーツ・バラエティ

株式会社フジテレビジョン　http://otn.fujitv.co.jp
〒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
担当部署TEL：03-5500-9641　担当部署FAX：03-5500-9649

「SWALLOWS BASEBALL L!VE 2018」
©ヤクルト球団

F1、海外サッカーなどスポーツ中継に加え、『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ライブが豪華にラインナッ
プ。ライブ感満載のプレミアム
チャンネル！

フジテレビNEXT ライブ・プレミアム

株式会社フジテレビジョン　http://otn.fujitv.co.jp
〒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
担当部署TEL：03-5500-9641　担当部署FAX：03-5500-9649

『2018 F1グランプリ』©金子博

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、
韓流ドラマが豊富にラインナップ。これは目
が離せない！

フジテレビTWO ドラマ・アニメ

株式会社フジテレビジョン　http://otn.fujitv.co.jp
〒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
担当部署TEL：03-5500-9641　担当部署FAX：03-5500-9649

『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

オールターゲット総合エンターテイメント

オールターゲット総合エンターテイメント

オールターゲット総合エンターテイメント

韓国KBS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 World

KBS JAPAN株式会社　http://www.kbsworld.ne.jp
〒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

30～50代総合エンターテイメント

日産自動車
●展開商品：NV350 CARAVAN

日産 NV350 CARAVANをバスフィッシング専用車としてカスタマイ
ズし、出演者の清水盛三専用車BLACK BUFFLO号として登場。全国
の釣りのフィールドで活躍するシーンを紹介。また、ワンボックス車の特徴
である車室の広さを活かし、プロアングラーが積み込むタックル（釣具類）
を機能的に積み込め、使いやすいことをアピー
ルしてい
ます。

自動車メーカー

その他
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日さまざ
ま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。

釣りビジョン

株式会社釣りビジョン　http://www.fishing-v.jp/
〒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

『バーニング帝国』より＠釣りビジョン

可処分所得の高い、高感度なアクティブ層趣味・娯楽・教育・教養
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