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とんがったドラマを目指してBS ジャパン
2017年度は挑戦の年でした。最も大きな挑戦は、10月の

GH帯にスタートした連続現代ドラマ枠。他局とは一線を画す「と
んがったドラマ」を目指しています。深夜帯では、若者向けに『バ
カリズムの30分ワンカット紀行』をスタート。特番では初の３時
間生放送歌番組『歌い継ぎたい昭和音楽祭』や、『土浦全国花火
競技大会』を生中継しました。

そして、この4月！BSジャパンは幅広い層の方々に楽しんでい
ただけるよう、『TVチャンピオン極（きわみ）』、『もっと！もっと！

ＹＯＵは何しに日本へ？Ｚ』、『くノ一忍法帖 蛍火』、『噂の女』、
『逃亡花』をラインアップしました。また経済ニュース『ＷＢＳ』も
テレビ東京と同時放送になりました。

2018年12月、BS４Ｋ放送がスタートします。「4Ｋテレビを
買ってBSを見てみよう」と、きっと増えるであろう新たな視聴者
に向けて、もっともっと気になるBSジャパンになれるよう進化し
ていきます。ご期待ください！

BSジャパンは、テレ東系！

火曜エンタJでは、毎
月前半は、街中のお
もしろいYOUたちに
密着！
毎月後半は、月替わ
りで新しい企画を放
送中！

火曜エンタJ
もっと！もっと！
YOUは何しに日本へ？Z 

火 9:00
夜

伝説の番組が復活!!
「腹筋女王」「女装男
子」など新趣向のも
のや、かつての王道

「和スイーツ職人」「箱
庭王」など、毎週、様々
な特技を持った選手
たちが登場します！ 

TVチャンピオン極
～KIWAMI～ 日 9:00

夜

MC：バナナマン（設楽統、日村勇紀）

BSジャパンのドラマ

時代劇を放送中の
火曜ドラマJ。4月から
9月まで毎月前半に
放送するのは、ベッ
キー主演の斬新な時
代劇！美しくかっこい
いくノ一が、奇想天外
な忍法で、弱きを苦し
める悪を成敗します！

火曜ドラマJ
くノ一忍法帖 蛍火 火 8:00

夜第1・第2

4月から連続ドラマ枠
としてスタートした真
夜中ドラマJ。第1弾
は、蒼井そら主演『逃
亡花』。夫殺害の罪
で警察に追われなが
ら、「背中に能面の入
れ墨のある」真犯人
を追う主人公・咲子。

出演：ベッキー、高橋光臣、黒川芽以、樋井明日香、木下ほうか

出演：蒼井そら、永澤俊矢、大浦龍宇一 出演：アイクぬわら（超新塾）

もっとテレ東らしく！
2017年度の視聴率はゴールデンタイム（以下GH）6.6％、全

日2.8％、プライムタイム6.2％で、GHは前年比＋0.1ポイントと
なりました。『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』『緊急Ｓ
ＯＳ！池の水ぜんぶ抜く大作戦』『バイプレイヤーズ』『テレ東ス
ポーツ祭』など、視聴率以上に多くのコンテンツが話題にもなり
ました。いずれも「テレ東らしい」と言っていただきましたが、もっ
と“らしさ”を追求します。

2018年4月改編では日曜日と平日２２時を重点強化。日曜日

は、池上彰の新レギュラー『日曜ゴールデンの池上ワールド 池上
彰の現代史を歩く』と『緊急ＳＯＳ！池の水ぜんぶ抜く大作戦』の
月一レギュラーがスタートしました。また月曜日22時に新設した
ビジネスや経済をテーマにした「ドラマＢｉｚ」の第2弾、仲村トオル
主演の『ラストチャンス 再生請負人』が7月からスタートします。
『ガイアの夜明け』、『未来世紀ジパング』、『カンブリア宮殿』と
合わせ、働く人たちを応援する“テレ東らしい”番組を揃えました。
ご期待ください！

『探しに行こう！夜明けの先にある、光を』が2018年度の
方針。骨太なテーマと問題提起を常に意識。世の中を変える
企業の挑戦は人 に々何をもたらすのか？「経済報道」のスタ
ンスでドキュメンタリーを進化させていく。

世界で沸騰している“経済の現場”を取材し、ニッポンの未
来を考える番組。4月からは元NHK解説副委員長のジャー
ナリスト・鎌田靖がレギュラー解説者に加わり、よりわかり
やすく興味深い経済番組に進化した。

未来世紀ジパング

カンブリア紀に次なる進化を求めて新しい生物が一斉に
生まれたように、未来の進化を担い、多彩な経済人が誕生
している。注目の経済人を迎えて繰り広げるトーク・ライブ・
ショー。

木 10:00
夜

水 10:00
夜

本格的ビジネスドラマ枠・ドラマBizの第2弾。勤務先の銀行が
吸収合併され、順調だった樫村の人生は一転。銀行を辞めて
職探しをする中、投資会社社長からCFO（最高財務責任者）と
して業績の低迷する飲食フランチャイズ企業を立て直してほし
いと持ち掛けられて…。

ドラマBiz
ラストチャンス   再生請負人

出演：仲村トオル、椎名桔平、水野美紀、長谷川京子ほか
原作：江上剛

月 10:00
夜

新番組
7月16日スタート

テレビ東京

火 10:00
夜 ガイアの夜明け

カンブリア宮殿

土 0:00
深夜

©「逃亡花」製作委員会2018

逃亡花 
真夜中ドラマJ 
の が れ ば な

つき   いち
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逃亡花 
真夜中ドラマJ 
の が れ ば な

つき   いち
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配信事業

『ビジネスオンデマンド』
会員数６万を突破！

Business ReportsBusiness Reports

「WBS」や「ガイアの夜明け」など
テレビ東京の経済報道番組を視
聴できる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」の会員数が拡大を続け、
2018年1月に6万を超えました。
3月にはサービス開始から丸5年
を迎えてアプリを大幅に刷新。
さらなる会員獲得を目指しています。

復活「TVチャンピオン」を中国でも配信
1992年から2006年まで放送したヒット番組「TVチャ
ンピオン」を「TVチャンピオン極～KIWAMI～」として復
活させ、国内配信だけでなく中国でも配信予定です。

最新アニメ事業情報
有料
動画配信

有料
動画配信

出演：アイクぬわら（超新塾）

10:30
毎週土曜午前テレビ

東京

9:00
毎週日曜夜BS

ジャパン

出演：石橋凌、金子ノブアキ、丸山智己、吉村界人

1:00
毎週木曜深夜テレビ

東京

0:00
毎週火曜深夜BS

ジャパン

©久保帯人／集英社
©2018 映画「BLEACH」製作委員会

全世界累計発行部数1億2,000万部を誇る「BLEACH」
（週刊少年ジャンプ刊）が待望の実写映画化。主演の福士蒼
汰や杉咲花をはじめ、豪華俳優陣の出演も話題に。メガホン
を取るのは、『アイアムアヒーロー』
で世界三大ファンタスティック映画
祭で受賞した佐藤信介監督。最新
鋭のCGを駆使し、豪華キャスト・ス
タッフによって壮大なスケールで描
かれるバトルアクション大作、ぜひ
劇場でご覧ください。

映画「BLEACH」
7月20日（金）公開

©岸本斉史 スコット／集英社・『NARUTO-ナルト-』歌舞伎パートナーズ

世界的な大ヒット漫画「NARUTO-ナルト-」がこの8月歌
舞伎舞台化！主人公“うずまきナルト”とそのライバル“うち
はサスケ”を勤めるのは坂東巳之助と中村隼人。また、二人
に立ちはだかる強大な敵“うちはマ
ダラ”を市川猿之助と片岡愛之助
が交互に演じる豪華キャストで上
演します。ダイナミックなアクション
シーンと歌舞伎独自の演出を生か
した新感覚の歌舞伎にぜひご期待
ください。

新作歌舞伎「NARUTO-ナルト-」
8月4日（土）から上演！

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・
ShoPro・JR Kikaku

©Pokémon ©2018 ピカチュウプロジェクト

前作「劇場版ポケットモンスターキミにきめた！」は興行収
入35億を超える大ヒットを記録し、V字回復を果たしました。
そして今年は「劇場版ポケットモン
スターみんなの物語」。人とポケモ
ンが織りなす感動ストーリーを、芦
田愛菜・川栄李奈をはじめ、豪華ゲ
スト声優陣が演じます。新たな一歩
を踏み出したポケモン映画、ぜひ劇
場でご覧ください。

「劇場版ポケットモンスター みんなの物語」
7月13日（金）公開

©空知英秋／集英社
©2018「銀魂2」製作委員会

Ⓒ「スモーキング」製作委員会

興行収入38.4億円!!2017年の実
写邦画映画Ｎｏ.１と大ヒットを叩き出
した『銀魂』が、早くも続編を公開し
ます！第二弾ということでビジュアル
はキャスト陣のピースサイン、また特
報はアメコミ風など、相変わらず『銀
魂』らしい演出で情報解禁のたびに、
ＳＮＳ上では大反響！前作を超える
ヒットとなるか!?ご期待ください。

映画「銀魂2」
8月17日（金）公開

2年目を迎える
「あにてれ」に注目!!

「スモーキング」世界で全話一挙配信！
Netflixと連携した「木ドラ25」の第5弾は「スモーキン
グ」。アウトローな4人組が法では裁けない悪を成敗し
ます！2018年7月から世界190カ国以上で全話一挙配
信予定です。

2017年4月からサービスを開始した、
アニメ動画配信サービス「あにてれ」。
見逃し配信は50タイトルを超え、計
400タイトル・10,000エピソードのア
ニメを好評配信中。また、ライブ・イベン
ト・舞台の生配信や「あにてれ」でしか
見ることができないオリジナルコンテン
ツも充実。機能面でも、ダウンロード再
生が可能となりました。2年目を迎え、
ますます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！

脚本・監督：福田雄一
出演：小栗旬、菅田将暉、橋本環奈ほか

監督：矢嶋哲生
出演：松本梨香、大谷育江ほか

監督・脚本：佐藤信介
出演：福士蒼汰、杉咲花ほか

出演：坂東巳之助、中村隼人、
市川猿之助、片岡愛之助 交互出演

テレビ東京グループ　事業報告
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が交互に演じる豪華キャストで上
演します。ダイナミックなアクション
シーンと歌舞伎独自の演出を生か
した新感覚の歌舞伎にぜひご期待
ください。

新作歌舞伎「NARUTO-ナルト-」
8月4日（土）から上演！
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前作「劇場版ポケットモンスターキミにきめた！」は興行収
入35億を超える大ヒットを記録し、V字回復を果たしました。
そして今年は「劇場版ポケットモン
スターみんなの物語」。人とポケモ
ンが織りなす感動ストーリーを、芦
田愛菜・川栄李奈をはじめ、豪華ゲ
スト声優陣が演じます。新たな一歩
を踏み出したポケモン映画、ぜひ劇
場でご覧ください。

「劇場版ポケットモンスター みんなの物語」
7月13日（金）公開

©空知英秋／集英社
©2018「銀魂2」製作委員会

Ⓒ「スモーキング」製作委員会

興行収入38.4億円!!2017年の実
写邦画映画Ｎｏ.１と大ヒットを叩き出
した『銀魂』が、早くも続編を公開し
ます！第二弾ということでビジュアル
はキャスト陣のピースサイン、また特
報はアメコミ風など、相変わらず『銀
魂』らしい演出で情報解禁のたびに、
ＳＮＳ上では大反響！前作を超える
ヒットとなるか!?ご期待ください。

映画「銀魂2」
8月17日（金）公開

2年目を迎える
「あにてれ」に注目!!

「スモーキング」世界で全話一挙配信！
Netflixと連携した「木ドラ25」の第5弾は「スモーキン
グ」。アウトローな4人組が法では裁けない悪を成敗し
ます！2018年7月から世界190カ国以上で全話一挙配
信予定です。

2017年4月からサービスを開始した、
アニメ動画配信サービス「あにてれ」。
見逃し配信は50タイトルを超え、計
400タイトル・10,000エピソードのア
ニメを好評配信中。また、ライブ・イベン
ト・舞台の生配信や「あにてれ」でしか
見ることができないオリジナルコンテン
ツも充実。機能面でも、ダウンロード再
生が可能となりました。2年目を迎え、
ますます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！

脚本・監督：福田雄一
出演：小栗旬、菅田将暉、橋本環奈ほか

監督：矢嶋哲生
出演：松本梨香、大谷育江ほか

監督・脚本：佐藤信介
出演：福士蒼汰、杉咲花ほか

出演：坂東巳之助、中村隼人、
市川猿之助、片岡愛之助 交互出演
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