テレビ東京グループ

テレビ東京

事業報告

新しい時代を担うソフトの開発と育成

2016年度の視聴率はゴールデンタイム（GH）6.5％プラ

川哲朗の充電させてもらえませんか？』を投入しました。電動

イムタイム（PT）6.2％全日2.8％となりました。3部門とも

バイクを充電させてもらいながら、人情に触れあうガチンコ旅

前年に比べ減少しましたが、ＧＨは上半期6.4％に対し、下半

で、テレビ東京らしい素人ロケバラエティにご期待ください。

期は6.6％と上昇傾向にあります。GHの総世帯視聴率は

『家、ついて行ってイイですか？』は水曜夜９時に枠移行し、
２

60.9％と前年から－0.6ポイントという厳しい環境の中では

時間にパワーアップ。平日夕方帯では生放送の生活情報番組

ありますが、
「テレ東らしい、新しい時代を担うソフトの開発

『よじごじＤays』がスタートしました。7月改編は金曜８時の

と育成」を課題に、強いタイムテーブルの構築を推進してい

ドラマ『 警 視 庁 ゼ ロ 係 ～ 生 活 安 全 課 なんで も相 談 室 ～

きます。

SECOND SEASON』が始まります。

2017年度4月改編では土曜夜７時５４分には新番組『出

毎週

金

夜

8:00

これからのテレビ東京にぜひご期待ください。

7月21日
スタート

金曜８時のドラマ

警視庁ゼロ係

~生活安全課なんでも相談室～
SECOND SEASON
2016年1月クールで放送され好評を博した
連続ドラマ『警視庁ゼロ係～生活安全課なん
でも相談室～』がパワーアップして帰って来
ます！
エリートキャリアで世間知らずなKY刑事・小早
川冬彦（小泉孝太郎）と男勝りで口の悪いベテ
ラン女性刑事・寺田寅三（松下由樹）の迷コン
ビが、仲間たちと共に再び難事件に挑みます。

出 演：小泉孝太郎、松下由樹 ほか
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毎週

水

夜

9:00 家、ついて行ってイイですか？

毎週

土

夜

出川哲朗の

7:54 充電させてもらえませんか？

終電を逃した人に、
タクシー代を払うので
「家、
ついて行ってイイですか？」
とお願い 「充電させてもらえませんか？」
と旅先の心優しき人にお願いしながら、
ゲストと
し家について行く完全素人ガチバラエティ。
誰もがみんな、
人生ドラマを持っている！ 共に電動バイクで旅をする新たな人情すがり旅。
出川哲朗のゴールデン“初冠”番組！
ＭＣ：ビビる大木、矢作兼（おぎやはぎ）、

出演：出川哲朗

鷲見玲奈（テレビ東京アナウンサー）

毎週

土

深夜

12:20

土曜ドラマ24

居酒屋ふじ

7月8日
スタート

7/5
（水）

夜

ドラマ特別企画

9:00 検証捜査

堂場瞬一サスペンス

©堂場瞬一／集英社・テレビ東京
実在の居酒屋「ふじ」
に引き寄せられた売れない若手俳優が、実名で登場する
常連の著名人の言葉などに刺激を受け、泣き、笑い、挫折を感じつつも、再び
夢を追う姿を描く人情味溢れるヒューマンドラマ。

仲村トオル主演！人気作家・堂場瞬一の警察小説を豪華出演陣でドラマ化！
冤罪事件の捜査を検証するための寄せ集めチーム。警察VS警察…執念の捜
査が暴く驚がくの真実とは…！？

出演：永山絢斗、大森南朋

出演：仲村トオル、栗山千明

ほか
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BSジャパン

“ＴＲＡＤ＆ＮＥＷ ” で 一 歩 先 へ！

2017 年 4 月改編のキャッチフレーズは “ＴＲＡＤ＆ＮＥＷ”。

ＢＳジャパンが培った「伝統的強み＝ＴＲＡＤ」をパワーアッ
プさせた上で、「新たな当たり目＝ＮＥＷ」を探るため、果
敢にトライを続けていきます。

BSジャパンは 2018年12月から「４Ｋ放送」を始めます。

すでに「４Ｋでの制作」をいくつかの番組で始めています。

また「配信」「ネットとの融合」も本格始動しました。“一歩
先行くＢＳジャパン” にご期待ください。

火

夜

山本周五郎時代劇

8:00 武士の魂

ＢＳジャパンの “ＴＲＡＤ”
経済番組（『日経プラス10』が土曜進出！）

新作時代劇（オリジナル製作３年目に）

『やっぱり土曜は寅さん！』（全49作品を放送！）
ＢＳジャパンの “NEW”
23時台に新機軸番組を挑戦『バカリズムの30分ワン

カット紀行』ほか

土

朝

日経プラス１０サタデー

9:00 ニュースの疑問

第７話「風車」
（7月4日放送 この日のみ夜9:00～）
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時代小説の巨匠・山本周五郎の作品から、
「武士とその家族」
に焦点を当てた
傑作12編を一話完結でドラマ化。実力派俳優陣を迎え、巧みな人物描写と緻
密なストーリー展開でお送りします。

政治・経済・マーケットから社会・スポーツに至るまで、1週間の出来事に
独自の目線で斬り込み、真相が見えにくい“ニュースの疑問”に答えていき
ます。

出演（第7話「風車」）: 笠原秀幸 秋元才加 ほか

出演 : 山川龍雄 住吉美紀 西野志海（テレビ東京アナウンサー）
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土

夜

6:30 やっぱり土曜は寅さん！

月

夜

11:30 バカリズムの30分ワンカット紀行

©1995 松竹株式会社
国民的大人気シリーズ映画「男はつらいよ」
を第１作から順に全作品放送。寅
さんとマドンナたちの恋模様、
とらや
（くるまや）
を舞台に繰り広げられる人情喜
劇をご家族そろってお楽しみください。

編集もナレーションも一切なし！日本のメジャースポットからマイナースポットま
で、30分ワンカットで撮影してありのまま紹介します。
中毒性がある新感覚映像
紀行バラエティ。

出演 : 渥美清 倍賞千恵子 前田吟 ほか

出演 : バカリズム 内田理央

テレビ東京コミュニケーションズ

『勇者ヨシヒコ』シリーズの過去作一挙無料配信！
！
2016年10月より放送された「勇者ヨシヒ

コ」シリーズの第３弾『勇者ヨシヒコと導かれし
七人』の初回放送2週間前から、過去作の一
挙無料配信を実施。

その結果、無料動画配信サイト「ネットもテレ

東」および「テレビ東京公式YouTubeチャン

ネル」にて、いずれも過去最多級の再生回数を

記録。様々な視聴層にリーチし、放送×配信の
相乗効果で、番組を盛り上げました。

※配信は2016年9月23日～10月7日の期間。現在は終了しております。
Summer 2017
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最新映画情報 !!

配信事 業

アニメ動画配信新サービス開始
2017年4月からアニメ動画配信を中心とし
た会員制有料動画配信サービス「あにて
れ」
を開始しました。充実したラインアップ、
あにてれでしか見られないオリジナルコンテ
ンツ、イベントを取り揃え、
日本中のアニメ
ファンの皆さんに楽しんでいただけるサー
ビスを目指します。

話題の
「銀魂」
が7月14日公開
コミックス累計発行部数5,100万部以上、
週刊少年ジャンプの大人気漫画が、
この
夏いよいよ実写化されます！昨年の制作
発表から情報を出すたびに日本中を席巻
し、公式ツイッターのフォロワー数は公開
2ヶ月前で何と35万人超え！主演の小栗
旬さんをはじめ、日本映画界を代表する
超豪華キャスト陣が集結しました。
この夏
は劇場で
「宇宙一バカな“侍映画”」
を観て、
笑って、泣いて、
アツくなってください！

ビジネスオンデマンドは
会員数54,000人!

脚本・監督：福田雄一
出演：小栗旬・菅田将暉ほか

経済番組の会員制有料動画配信サービス
「テレビ東京ビジネスオンデマンド」
は、会員
数が54,000人となりました。
『 池上彰の参
院選ライブ』
を会員向けにライブ配信し、
ま
たパソコン視聴のサービス画面も一新して、
より使いやすくなりました。

ドラマ・バラエティ動画
続々配信中 !!
Amazonビデオと連携した
「土曜ドラマ24」
を開始、海外での配信も実施しています。
『孤独のグルメ』
『勇者ヨシヒコ』
シリーズ等
の作品も、多くの外部配信サービスで好評
「土曜ドラマ24 銀と金」©テレビ東京
配信中です。
©空知英秋／集英社 ©2017
「銀魂」
製作委員会
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