
テレビ東京の「開局50周年キャンペーン」が2013年10月からスタートしました。キャッチフレーズは「まっすぐ、ずっと。」

です。1964年の開局以来、先輩たちが脈々と引き継いできた“テレビ東京のDNA”を大切に、テレビ東京だからできるこ

とを「まっすぐ、ずっと。」やりぬいていく。それこそが視聴者の皆様の信頼を得る道だ、という想いを込めています。

テレビ東京グループはこのＤＮＡを共有しつつ、「経済報道・健全なエンターテインメント・アニメ」などの番組、コンテ

ンツを中心に、「頑張る人や企業」「人の絆、家族の絆」「地域そのものの魅力」「多様な文化の“芽”を育てる」といったこ

とを大切に伝えることで、個性と独自性を培ってまいりました。価値観が多様化するなか、テレビ東京グループはこれ

からも独自性にこだわった番組・コンテンツを発信することで、豊かな社会の実現と文化の創造につなげてまいります。

これからも「まっすぐ、ずっと。」

　グループの中核であるテレビ東京は
来年、2014年に開局50周年を迎えま
す。BSジャパンも2015年に開局15年
の節目となります。
　総合メディアグループとして「まっす
ぐ、ずっと。」の姿勢で、株主や視聴者の
皆様の信頼と期待に応え続けたいと気
持ちを新たにしています。

テレビ東京開局50周年は
飛躍へのチャンス

グループではテレビ東京開局50周年
のキャンペーンに続いて放送マスター
設備の更新、社屋移転と大きなプロ
ジェクトが今後、控えています。特に放
送マスターの更新は地上波放送とＢＳ
放送を一体とする大規模なものであり、
これからの３年間は当社グループに
とって大きな節目となります。
この節目の年を次の50年に向けての

飛躍のチャンスとするために、引き続き
中期経営計画の３本柱を経営の基本方
針としてまいります。

・「番組コンテンツ力の向上」
・「ネット関連事業を中心とする通信

分野の開拓」
・「アジア市場を重視した国際戦略」

2013年度上半期の状況をご報告す

ると、「番組コンテンツ力の向上」につ
いては、テレビ東京は2011年10月以降、
視聴率は前年同期を上回る結果が続い
ており、「テレビ東京らしさ」を追求した
番組編成が視聴率の底上げに結びつい
ています。7月の参議院選挙で放送した
『池上彰の参院選ライブ』は、これまで
積み上げてきた独自の切り口による選
挙解説が奏功して、在京民放の選挙特
番で視聴率1位を獲得しました。
伸長目覚ましいＢＳジャパンは、この

上半期も売上げが２ケタ成長を続けて
おります。ハイクオリティーな番組づく
りを目指すＢＳジャパンは、日経グルー
プやテレビ東京との連携を強化してお
り、グループの総力を挙げた制作体制
で成長の足場を固め、接触率も向上し
ています。
「ネット関連事業を中心とする通信
分野の開拓」では、経済や旅グルメと
いった強みを活かして新たなビジネス
モデルを展開しています。テレビ東京の
経済報道番組がスマートフォンなどで
視聴できる「テレビ東京ビジネスオン
デマンド」は有料サービス開始から順
調にユーザー数を増やしています。テレ
ビ東京グループのデジタル戦略を一元
的に担うテレビ東京コミュニケーショ
ンズは、急速に拡大するスマートフォン
やタブレット端末など、様々なメディア
を通じて幅広い生活シーンにコンテン
ツをお届けいたします。

「アジア市場を重視した国際戦略」で
は、テレビ東京が技術協力をしている
中国制作のフルＣＧアニメ『トレイン
ヒーロー』の劇場版が中国国内で上映
されたほか、テレビシリーズが10月か
ら韓国で放送されています。海外での
アニメ動画配信事業で培ってきたノウ
ハウをベースに未開拓分野に挑戦して
まいります。
テレビ東京グループに今後もより

一層のご理解とご支援を賜りますよう、
よろしくお願い申しあげます。
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C O N T E N T S

“ 伝える”ことを通じて、多様で豊かな社会づくりに貢献したい。

“テレビ東京らしさ”という原点に立ち返り、
次の50年も信頼と期待に応え続けたい

トップメッセージ／テレビ東京ホールディングス

株式会社テレビ東京ホールディングス 
代表取締役社長

島田 昌幸
Masayuki Shimada

まっすぐ、ずっと。テレ東にしかできないことを。
2014年テレビ東京は50周年。
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50周年を機に、テレビ東京にキャラクターが誕生しました。
視聴者の皆様から名前を募集し、年内には発表の予定です！
どんなバナナなの？性格は？など、
詳しくはテレビ東京のホームページを見てくださいね。

『孤独のグルメ Season2』

『ドラマ24 まほろ駅前番外地』

『ドラマ24 みんな！エスパーだよ！』

・ ソーシャルテレビ・アワード2013　日経エンタテインメント！ 賞

・ 東京ドラマアウォード2013　作品賞＜連続ドラマ部門＞優秀賞

・ 平成25年日本民間放送連盟賞　

   番組部門　テレビドラマ番組　優秀賞

・ ギャラクシー賞2013年3月度月間賞

・ ギャラクシー賞2013年7月度月間賞

開局 50 周年キャンペーン スタート！
番組、イベントなど様々なコンテンツを通して“テレビ東京のDNA” と感謝の気持ちをお届けします

テレビ東京開局50周年 特別企画

キャンペーン期間：2013年10月～2015年3月

開局50周年特別企画　番組ラインナップ

『フリーター、家を買う。』『阪急電車』『空飛ぶ広報室』等、
映像化作品が大ヒットを続ける人気作家・有川 浩が著
す、今話題の小説『三匹のおっさん』シリーズがついに連
続ドラマ化！
出演：北大路 欣也、泉谷 しげる、志賀 廣太郎 ほか

絶望に生きる男、希望に生きる
女。愛するが故の悲劇。これが
原点。究極のクラシック・ミュー
ジカル、待望の再来日公演！ 

テレビ東京のスポーツといえば…卓球！
そして、2014年の世界選手権大会の開催地は…東京！
国立代々木競技場より、団体戦の熱戦を放送します。

2014年の新春ワイド時代劇は“影武者”！徳
川家康は、関ヶ原の戦いで殺されていた！？
担ぎ出されたのは、名もない家康の影武者
だった…！時代を動かし、264年続く太平の
世を作った男と女たちの物語。
出演：西田 敏行、観月 ありさ、高橋 英樹 ほか

■  開局50周年特別企画「金曜8時のドラマ」
50周年を機にGHで連続ドラマが復活。 第1弾『刑事 吉永誠一 涙の
事件簿』に続いて『三匹のおっさん』が2014年1月スタート。

■  『世界卓球2014　東京』  2014年4月28日（月）～5月5日（月）放送

■  新春ワイド時代劇 『影武者 徳川家康』
2014年1月2日（木）放送

■  ポケモン新世代、始動！！
3年ぶりのアニメ新シリーズ
『ポケットモンスター ＸＹ』や、
『ポケモンゲット☆TV』の放送
開始など、ポケットモンスター
の新展開に、ご期待ください！

■  ジブラルタ生命presents　ミュージカル
 「オペラ座の怪人 ケン・ヒル版」　

2013年12月19日（木）
～12月29日（日）
＠東京国際フォーラム
　ホールC

http://www.tv-tokyo.co.jp/event/stage/operaza.html

日本が世界に誇る北斎の魅
力に、世界屈指の日本美術
コレクションで知られる米
国・ボストン美術館の作品
から迫ります。他では見るこ
とができない非常に珍しい
作品など、特に優れた作品
を厳選してご紹介します。

伝説の歌番組「演歌の花道」の映像を初
DVD-BOX化します。豪華歌手63名 全151曲
を、テーマ別に全
8巻に収録した映
像作品です。

■  「ボストン美術館浮世絵名品展　～北斎」
2014年9月13日（土）～11月9日（日）
＠上野の森美術館

■  「演歌の花道」DVD-BOX
2013年12月18日（水）発売

予約受付センター0570-001-388
受付時間：10:00～18:00※毎週水曜日は23:00まで

■  『水曜ミステリー９ 刑事』 来春放送予定

毎週水曜夜9時放送の水曜ミステリー９では、
特別企画としてドラマ『刑事』をお送りします。
高橋 克典で高倉 健主演の名作ドラマが甦り
ます。

テレビ東京のキャラクターが誕生！

50周年キャンペーンがスタートしました

2013年6月にテレビ東京の代表取締役
社長に就任いたしました髙橋でございます。
1964年の東京オリンピックの年に開

局したテレビ東京は来年50周年を迎え
ます。開局50周年キャンペーン期間がス
タートした今年、奇しくも2020年の東
京オリンピック開催が決定しました。こ
の大きな節目にテレビ東京の指揮を執
ることになり、責任の重さを感じており
ます。

「まっすぐ、ずっと。」の姿勢で
“テレビ東京らしさ”に磨きをかけます

テレビ東京の視聴率は、ゴールデン
タイム、プライムタイムで上昇基調を維

持しております。
特にレギュラー番組の視聴率が好調

ですが、これはテレビ東京の番組づくり、
すなわち「テレビ東京らしさ」に対する
視聴者の皆様の評価の証しであると捉
えています。加えて、視聴率だけでなく
番組の内容面に対しても多方面から高
い評価をいただいており、多くの番組表
彰を受賞しております。
「テレビ東京らしさ」に磨きをかける

ことは、“テレビ東京らしさとは何か？”
を問い続けることです。開局以来受け
ついできたＤＮＡを大切にしつつ、時代
の変化に対応し、視聴者の皆様に必要
とされる放送局を目指して、５年先、10
年先を見つめた方向性を打ち出してま
いります。

５年先、10年先を見つめた方向性を打ち出してまいります
トップメッセージ／テレビ東京

株式会社テレビ東京　
代表取締役社長

Yuichi Takahashi

2013年受賞作品

開局50周年記念　イベント＆コンテンツラインナップ
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