テレビ東京グループ

事業報告

移転を機に、下期は反転攻勢へ！
2016年度上半期の平均視聴率は、ゴールデンタイム（Ｇ

編成し、下期の起爆剤として期待しています。

Ｈ）6.4％ プライムタイム6.2％ 全日2.8％と前年同時期を

10月改編では金曜18時55分枠に『どうぶつピース!!』を

下回りました。中でも４月クールＧＨは熊本地震の影響やＮＨ

編成。実績のある特番のレギュラー化で視聴率の安定を目指

Ｋの改編が響き、平均6.3％と落ち込みましたが、
７月クール

します。金曜８時のドラマは『石川五右衛門』、市川海老蔵さ

では平均6.6％と前年同率に戻し、少しずつですが回復基調

ん主演で話題性があります。下期は上期の取りこぼしを補う

になっています。

べく反転攻勢を狙っていきます。

秋からは六本木3丁目移転プロジェクトが３週連続スペシャ

これからのテレビ東京に、ご期待ください。

ルドラマを皮切りにスタート。年末にかけて大型特番を随所に

毎週

金

20:00

テレビ東京 六本木３丁目移転プロジェクト

金曜8時のドラマ 石川五右衛門

PICK
UP

2009年に市川海老蔵主演で好評を博した新
作歌舞伎「石川五右衛門」に潤色を加え、映像
化。市川海老蔵が連続ドラマに主演するのは
“市川海老蔵”襲名後、初。歌舞伎「石川五右衛
門」と同様、原作・脚本は、漫画「金田一少年の
事件簿」、
「神の雫」の原作者・樹林伸が手掛
ける。大泥棒・石川五右衛門と天下人・豊臣秀
吉との対立を軸に、秀吉の側室・茶々とのロマ
ンスなどを織り交ぜた、人情あり、アクションあ
りの痛快娯楽時代劇。

出 演：市川海老蔵
國村隼、比嘉愛未 ほか
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12/29
（木）

21:00

テレビ東京 六本木３丁目移転プロジェクト
ヒューマンドラマスペシャル

ダメ父ちゃん、
ヒーローになる！

毎週

金

ドラマ24

24:12 勇者ヨシヒコと導かれし七人

崖っぷち！人情広告マン奮闘記

直木賞作家・荻原浩×脚本・岡田惠和×テレ東初主演・沢村一樹で贈る珠玉
のヒューマンドラマ！人生を諦めた広告マンが、
ある仕事をきっかけに“家族”や
“人生”の再起をかけ奮闘する。

出演:沢村一樹、広末涼子、杉本哲太、小堺一機
毎週

金

ほか

超かわいい映像連発！

18:55 どうぶつピース！！

大人気シリーズ！待望の第3弾！暗黒の神デスタークを倒した数百年後。天空
の魔王が世界を再び闇に包んでいた。仏の力で蘇ったヨシヒコ一行は世界を
救うため、運命の戦士を探す旅に出る。
出演:山田孝之、木南晴夏、ムロツヨシ、岡本あずさ、佐藤二朗、宅麻伸

新春ドラマスペシャル
1/2
:
（火） 21 00 釣りバカ日誌 新入社員

ほか

浜崎伝助

伊勢志摩で大漁！初めての出張編

猫と犬の赤ちゃんをメインに、子供から大人まで幅広い層がニコニコ楽しめる
“偶然撮れたハプニング映像”を大放出！
「カワイイ」
を引き出すさまざまな企画
で魅せます。

2017年の新春ドラマスペシャルは
『釣りバカ日誌』! 濱田岳＆西田敏行が演じる
ハマちゃんスーさんコンビがお茶の間に帰ってくる! 出張先の伊勢・志摩で巻き
起こす騒動とは!?

ＭＣ:オードリー、大政絢

出演:濱田岳、広瀬アリス、吹越満、比嘉愛未、西田敏行

ほか
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アニメ事業

ポケモン映画、シリーズ20作目へ弾み

NARUTOーナルトーの舞台化、国内外で再演

シリーズ19作目となる
ポケモン映画『ボルケ
ニオンと機巧のマギア
ナ』
は動員数180万人、
興行収入21億円超え
を記録し、20作目に向
けて弾みをつける作品
となりました。

岸本斉史の大ヒット漫
画を舞 台 化したライ
ブ・スペクタクル
『ＮＡＲ
ＵＴＯ-ナルト-』。昨年、
日本をはじめ世界で賞
賛を呼び、今年7月から
大阪、東京、海外で再
演しました。

ⒸNintendo・Creatures・
GAME FREAK・TV Tokyo・
ShoPro・JR Kikaku
ⒸPokémon
Ⓒ2016 ピカチュウプロジェクト

Ⓒ岸本斉史 スコット／
集英社
Ⓒライブ・スペクタクル
「NARUTO-ナルト-」
製作委員会2016

ナナナ活 動 報告

民 放キー局 初 の 特 別 出 展！

ナナナ

テレビ東京のキャラクター、ナナナ
はバナナ社員として活動しています。
今年で３回目となる７月７日のナナ
ナの誕生日、ナナナが本社移転ＰＲ
隊長に就任しました。番組出演やイ
ベントなどで日々奮闘しています。

幕張メッセにて開催された『ニコニコ超会議2016』にテ

由比が浜海水浴場内でnana
na BEACH PARKを開催！
夏の思い出ができました

レビ東京グループとして出展しました。ニコニコ超会議への
出展は民放キー局史上初の試み。グループ各社の多大な協

力のもと、一体となって“テレ東らしさ120％”のブースを構
築、イベントに訪れた

お客様やネットユー
ザーに対して、テレビ

東京の存在感を示す

ことができました。
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３回目となる、ナナナの誕生日を“神谷町”の７スタにて開催しました

新本社４階受付には、ナナ
ナの大きな垂れ幕を設置

Business Reports

さらなる 強 化と認 知 拡 大 へ
昨年始まった機械式ＢＳ視聴世帯数調査。
「内容強化」
「タ

イムテーブル認知」に注力し、
１６年も調査結果は引き続き堅
調に推移しています。

現代のニーズに合わせた制作で大好評の「時代劇」、10月

の新作は『人形佐七捕物帳』。初めて「レギュラーキャスト」を

配し、要潤さん・矢田亜希子さんら豪華キャストで固めました。
撮影も「４Ｋ」で挑んでいます。週3本放送する『スパイ大作

第1・第2

火

火曜スペシャル

21:00 人形佐七捕物帳

戦』は、おなじみのオープニングやテーマ曲など懐かしさ満載

です。
『日経プラス10』は、新本社のスタジオから、さらに見
ごたえある内容で連夜生放送。

ＢＳで“昭和”“歌”ジャンルが花盛りの中、
『武田鉄矢の昭和

は輝いていた』は他局にはマネできない「切り口」
「深さ」で
勝負します。

「進化を続けるＢＳジャパン」にご期待ください。

水
金
原作はミステリー界の
巨匠・横溝正史。
人形のように男振りの
良い岡っ引き“ 人 形 佐
七”が、ヤキモチ妬きの
年上女房に支えられな
がら、
さまざまな事件の
謎を解き明かす。

22:00 日経プラス１０

Ⓒ2016 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.
出演: スティーブン・ヒル、
バーバラ・ベイン、
ピーター・ルーパス、
マーティン・ランドー、
グレッグ・モリス ほか

金
日経グループの全面協力
で制作する経済報道番
組。最前線で取材する日
経の編集委員らがニュー
スを深 掘りし、明 日の
マーケットを読む。英フィ
ナンシャル・タイムズの名
物記者による海外ニュー
ス解説の新コーナーも。

キャスター：小谷真生子、山川龍雄（日経ビジネス編集委員）
水原恵理・森本智子（テレビ東京アナウンサー）

スパイ大作戦
1960～70年代に人気を博した米テレビシリー
ズ。政府さえも手を下せない極秘任務に挑むス
パイ組織「IMF」。難解なミッションを遂行する
エキスパートたちの活躍を描く。

出演:要潤 矢田亜希子 三浦涼介 池田純矢 小木茂光 ほか

月～金

17:58
18:54

21:00 武田鉄矢の昭和は輝いていた
日本人が振り返りたくな
る激動の時代「昭和」。
昭 和を象 徴する「 人 」
「モノ」
「出来事」から毎
回１つのテーマを選んで
特集し、昭和の魅力を
再発掘する。

出演：武田鉄矢、須黒清華（テレビ東京アナウンサー）
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