テレビ東京グループ 事業報告／テレビ東京

ゴールデンタイム、プライムタイムで
視聴率は上昇基調
2013年度上半期の部門別平均視聴率は、ゴールデンタイム
6.9％
（0.4ポイント増）、
プライムタイム6.5％
（0.3ポイント増）、全
日2.8％
（0.1ポイント減）
となり、
ゴールデンタイム・プライムタイ
ム部門で前年同期を上回る結果となりました。
レギュラー番組で
は、
『ＹＯＵは何しに日本へ？』が同枠で4.7ポイント増、
『世界ナ
ゼそこに？日本人』が同枠で3.8ポイント増、
『モヤモヤさまぁ〜
ず2』
が同枠で1.1ポイント増と好調であったことに加え、
『土曜ス
ペシャル』
『出没！アド街ック天国』
『ガイアの夜明け』
『主治医が
見つかる診療所』
なども着実に視聴率を伸ばしました。

毎週

金曜

夜

7:58

特別番組でも
『名曲ベストヒット歌謡』
『池上彰の参院選ライ
ブ』
『やりすぎ都市伝説2013秋』
『プロボクシング世界タイトル
マッチ 内山 パーラ』
などが高視聴率を獲得。特に、
『池上彰の参
院選ライブ』は在京民放の選挙特番で視聴率１位という快挙を
成し遂げました。
開局50周年の幕開けとなる2013年10月編成は「継承と進
化」をコンセプトに、“19時台の視聴率アップ”と“連続ドラマの
スタート”にポイントを置いた改編をしました。
(注)増減率はすべて前年同期比

金曜８時のドラマ 三匹のおっさん

〜正義の味方見参！
！

＜2014年１月スタート＞

『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
遂にドラマ化！
定年退職後、
近所のゲームセンターに再就職した、
腕に覚えありの剣
道の達人キヨ、
こと清田清一。
同じく武闘派の柔道家で、
居酒屋
「酔いどれ鯨」
の元亭主シゲ、
こと立
花重雄。
機械をいじらせたら無敵の頭脳派、
愛娘にはめっぽう弱い機械工場
経営ノリ、
こと有村則夫。
かつての悪ガキ３人が結成した私設自警団
「三匹のおっさん」
。
『三匹のおっさん』文春文庫
キヨの孫とノリの娘の高校生コンビも手伝って、
詐欺に痴漢に動物
730 円（税込）
虐待…
『三匹のおっさん ふたたび』 三匹がご町内の悪を斬る!!
文藝春秋
1680 円（税込）
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出演：北大路 欣也

泉谷 しげる 志賀 廣太郎 ほか

毎週

日曜

夜

6:30 モヤモヤさまぁ〜ず２

10月から
「モヤさま」
は夜６時30
分スタートの90分番組に枠拡
大！さまぁ〜ずが何もない街
（モ
ヤモヤした街）
や、
大都会の裏道
をあえてブラブラします。商店
街…、公園…、
時には海外。
モヤ
モヤしていればどこにでも行きま
す。
ところで日照時間が短くなっ
ているなかでの放送時間延長…、
大丈夫？
出演： さまぁ〜ず（大竹 一樹、三村 マサカズ）撮れ高は、

毎週

月曜

夜

9:00

世界ナゼそこに？日本人

〜知られざる波瀾万丈伝〜

10月から
「ナゼそこ」
は月曜夜９
時にお引越し！世界で活躍する
知られざる日本人を紹介します。
ナゼ海外で働くのか？日本から遠
く離れた土地で働く理由を、
波欄
万丈な人生ドラマをまじえて紐
解きます。
彼らから元気や勇気を
もらい、
日本人としての誇りが持
てるドキュメントバラエティ！
出演 : ユースケ・サンタマリア、杉崎 美香

狩野 恵里（テレビ東京アナウンサー）

毎週

火曜

夜

（どっか）に行こう。
6:30 そうだ旅

出演： 内村 光良、土田 晃之、大島 麻衣

相内 優香（テレビ東京アナウンサー）

毎週

木曜

突然
「休み」
を言い渡された芸能
人はいったい何をするのか？温
泉、食べ尽くし、
それとも買い物
三昧…？ 忙しい芸能人が休みを
どう使うのかをドキュメンタリー
タッチで見せる新 感覚の旅 番
組！旬のタレントや中堅のお笑い
芸人はもちろん、
有名俳優・女優、
人気文化人なども、
自ら予約と撮
影許可取りまで行う“ガチ旅”を
見逃すな！

夜

7:00 ポケットモンスター ＸＹ
旅の舞台・カロス地方にやってきたサトシと相
棒のピカチュウを待っていたのは、
新しいポケ
モン・仲間たちとの出会い！
そして、
この旅最大の謎！？ポケモンのさらなる
進化、
“メガシンカ”とは・
・
・？ 出会うものすべ
ての“キズナ”に導かれ、
ポケモンマスターを目
指すサトシとピカチュウ。
カロスリーグ挑戦へ
向けた彼らの新たな冒険が見逃せない！
©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･
ShoPro･JR Kikaku ©Pokémon

毎週

水曜

夜

8:00 にっぽん！いい旅

ナレーター : 陣内 孝則

毎週

金曜

今年で放送27年になる旅番組の
決 定 版「 いい 旅 」が 1 0 月にリ
ニューアル！
新ナレーターに陣内 孝則を迎え、
より魅力的で実用的な旅番組と
して、
今までにない新しい旅のプ
ランを紹介していきます。
全国各
地から選りすぐりの絶景や名湯
をめぐり、
滋味豊かな旬の味覚や、
地元の人々とのふれあいを交え、
旅情と感動をお届けします。

夜

6:30 腹ペコ！なでしこグルメ旅

ブラックマヨネーズと
『元祖！大
食い王決定戦』
でおなじみの“大
食いなでしこ”たちが
「清く たら
ふく 美しく」
日本全国で食べまく
ります。
寿司、
そば、洋食の大食い対決、
デカ盛りグルメ職人VS大食いな
でしこ、
餃子専門店、
道の駅全メ
ニュー制覇などなど様々な企画
出演： ブラックマヨネーズ
（小杉 竜一、吉田 敬） でお送りします。
大食いなでしこ ほか
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テレビ東京グループ 事業報告／BSジャパン

グループの総力を挙げたタイムテーブル
ＢＳジャパンは2013年４月編成で大幅な改編を行い、
ゴー
ルデンタイムの視聴の流れが好調を維持しています。10月か
らは土曜に
『土曜は寅さん！』。世界に誇る長寿シリーズ映画
の金字塔、
山田 洋次監督・渥美 清主演の
『男はつらいよ』
を、
毎週１作、制作年代順に全作品を放送します。月曜は大人の
ための情報誌『日経 おとなのOFF』のテレビ版で「上質」を
キーワードにワンランク上の情報を提供します。水曜には
『徳

毎週

月曜

夜

10:54 テレビ 日経おとなのＯＦＦ
日経ＢＰ社発行のオフ生活情報
誌
『日経 おとなのＯＦＦ』
がテレビ
番組に！心が洗われるような静
かな時を楽しむ旅、時代の変化
に流されず長く愛される
「ホンモ
ノ」、今さら聞けないマナーや作
法など、
おとなの人生をより豊か
にし、
明日への活力源となるよう
な上質なオフの過ごし方を提案
します。

ナビゲーター : 川原 亜矢子

毎週

夜

月〜金曜 10:00

ＢＳニュース 日経プラス10

光和夫の名曲にっぽん 昭和歌謡人』。テレビ東京の映像資
産をふんだんに活用しながら、過去のアーカイブ映像とゲス
ト歌手のコラボレーションなどを交えて、
じっくり昭和の名曲
を楽しんでいただく歌番組です。
いずれも日経、
テレビ東京グループであるＢＳジャパンなら
ではの新番組で、
ＢＳ局のなかで一歩抜きんでた飛躍を目指
します。

毎週

水曜

夜

9:00

徳光和夫の名曲にっぽん

〜昭和歌謡人〜

ＭＣ: 徳光 和夫、城 南海

毎週

土曜

夜

6:54 土曜は寅さん！

ＢＳジャパンが日本経済新聞グ
ループ各社、
テレビ東京と協力し
て作る新しいニュースショー。最
新ニュースを専門記者が解説す
るほか、各界の話題の人物を招
きトークを展開。
明日のビジネス
のヒントを探ります。

ＭＣ: 政井 マヤ（月・火）
、神田 愛花（水）、小島 慶子（木・金）

主演・渥美 清、
監督・山田 洋次。
ニッポンの国民的映画
『男はつら
いよ』
シリーズ全48作品を、第１
作から順に放送。毎週土曜日の
夜は“フーテンの寅さん”の48通
りの恋模様をお楽しみください。

主演 : 渥美 清

監督 : 山田 洋次

「男はつらいよ 純情編」©1971 松竹株式会社
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美空 ひばり、
テレサ・テン、村田
英雄、三波 春夫など、昭和の歌
謡史に燦然とその名を残した歌
謡人たち。そんな彼らを慕い憧
れるゲストが、
彼らのエピソード
を語り、
その歌謡人の名曲を歌い
継ぎます。
昭和のヒット曲ばかり
でなく、
ゲストの最新曲も紹介。
懐かしさと新しさが同居する音
楽番組です。

テレビ東京グループ 事業報告／テレビ東京コミュニケーションズ

インターネットメディアを通じて
新たな事業を展開
人気コンテンツをＮＴＴドコモの
で展開
「スゴ得コンテンツ 」
TM

N T Tドコモのスマートフォン向け
サービス「スゴ得コンテンツ」にて、
『テ
レビ東京 for スゴ得』
『SNOOPY for ス
ゴ得』の2サイトを展開中。デコメール
やミニゲームなど様々な人気コンテン
ツが月額 定 額で使い放 題 。利用ユー
ザーを順調に増やしています。

視聴者参加の謎解きドラマで
テレビとＷＥＢを連動

インターネットによる
酒販を開始！

視聴者参加型謎解きドラマ『リアル
2013年11月に
「酒類販売業免許」
を
脱出ゲーム密室美少女』にて、テレビと
取得しました。
これによりインターネッ
W E B の 連 動 企 画 を 構 築 。視 聴 者 は
トによる酒類の販売が可能となりまし
Twitterなどのソーシャルメディアを
た。テレビ東京公式グッズサイト
「テレ
使って謎 解きに参 加し、謎 解きの 速
東本舗。WEB」、及びクーポンサイト
かった上位100名を次週の番組内で発 「tokupo（トクポ）」などで酒販を行っ
表。謎解きのヒントに企業情報を絡め、 ています。
YouTubeやソーシャルメディアで広め
る新しい広告手法を展開しました。

テレビ東京

アニメ・映画トピックス
夏はアニメだ！
夏の恒例、
『 劇場版
ポ ケ ット モ ン ス
ター ベストウイッ
シュ 神速のゲノセク
ト ミュウツー覚醒』
は興行収入30億円
を超えるヒットとな
り、今回で16作目と
なるシリーズは累計 ©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・ © 空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
で興行収入700億円 ©Pokémon ©2013 ピカチュウプロジェクト
を超えました。
『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』も観客動員
約136万人、興行収入約17億円の大ヒットとなりました。

『利休にたずねよ』モントリオール映画祭で受賞
市川 海老蔵が主人公を演じ
る話題作『利休にたずねよ』
が、第37回モントリオール
世界映画祭ワールドコンペ
ティション部門の最優秀芸
術貢献賞に輝きました。
『利
休にたずねよ』は東映配給
により12月7日から全国公
開します。
©2013「利休にたずねよ」製作委員会
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