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“らしい”ソフト開発と“タテ流れ”の強化

テレビ東京

２０１７年度上半期の視聴率は、ゴールデンタイム（ＧＨ）６．
６％、 ＧＨの新番組は火曜日『ヒャッキン！～世界で１００円グッズ使っ
プライムタイム６．
２％、全日２．
８％で、ＧＨは前年＋０．
２ポイント

てみると？～』100円グッズだけがテーマという“テレ東らしい”

という結果になりました。
４月にレギュラー化した『出川哲朗の充

ワンコンセプトのバラエティ番組です。また、前後の番組の流れを

電させてもらえませんか？』の好調や、
『テレ東スポーツ祭』
『テ

重視して、
『主治医が見つかる診療所』など４番組の放送枠を入

レ東音楽祭』そして『緊急SOS! 池の水ぜんぶ抜く大作戦』など

れ替えてタイムテーブルを強化し、視聴率アップを目指します。さ

の特番も話題となりました。

らに深夜のドラマ『新宿セブン』やアニメ『おそ松さん』第２シ

１０月改編は、この流れを止めず、さらにチャレンジを続けます。

リーズなど話題作にもご期待ください。

祝

お正月

50周年
12/31夕方

第50回年忘れにっぽんの歌

大晦日恒例
「年忘れにっぽんの
歌」
が記念の50回目を迎えます。
半世紀にわたり日本を代表する
歌手が集い、
誰もが口ずさめる名
曲の数々を熱唱してきました。
今年も豪華歌手の夢の競演に、
ご期待ください。

2016「年忘れにっぽんの歌」

火

7

夜

6:55

ヒャッキン！

～世界で100円グッズ使ってみると？～

緊急ＳＯＳ！

SP決定

池の水ぜ～んぶ抜きまして
おめでとう大作戦SP

お正月

危険生物に悩まされる近隣住
民のSOSに出動！ 全国各地の
池や河川に異変が…外来種が
大量発生し困っている池の水を
全部抜き、
そこには何が潜んで
いるのかを大調査！ 今回は卑
弥 呼 伝 説 の古 墳 のお堀に挑
戦！ さらにこれまでの全17池の
気になるその後を徹底調査！

MC：田村淳（ロンドンブーツ1号2号）・田中直樹（ココリコ）

木

夜

7:53

主治医が見つかる診療所

※7:58からTXN系列にて放送

日本が誇る“100円グッズ”を、
世界
各国の人々がどんな反応をするの
か現地で調査！ 思わず手にしたり、
驚いたモノを実際に使ってもらうと
…感動したり、
従来の用途とは違
う使用法を発見したり！？ “ヒャッキ
ン”グッズが、
世界の人々の役に立
つ様子に密着します。

病気や怪我への不安を解消し
たい…。スタジオに様々な専門
分野の現役医師が集結し、医
療・健康にまつわる情報をわか
りやすく解説。
あなたの悩み、解決します！

ゲスト：ママタレントの皆さん 進行：角谷暁子（テレビ東京アナウンサー）

司会：草野仁、東野幸治 アシスタント：森本智子（テレビ東京アナウンサー）
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BS ジャパン

BS“ドラマチック”JAPAN!

BＳジャパン10月編成のキャッチフレーズはＢＳ“ドラマチック”

「テレビドラマ番組」優秀賞を獲得し、各方面から大変高い評価

ＪＡＰＡＮ。

を得ています。

目玉は土曜夜9時、連続ドラマＪ 浅田次郎『プリズンホテル』
です。無料民放ＢＳではGH帯で初めて「本格現代ドラマ枠」を設

これらのドラマは、全て４Ｋ制作。現代ドラマと時代劇、2つのド
ラマを、
ＢＳジャパンブランドとして、定着させていきます。

けて、連続ドラマをスタートさせました。

2018年12月には、いよいよＢＳ「４Ｋ放送」がスタートします。

もうひとつは火曜夜8時、池波正太郎時代劇『光と影』です。
Ｂ

多様化していく視聴スタイルに応え、新たなＢＳジャパンファンを

Ｓジャパンの時代劇は、2年連続、日本民間放送連盟賞番組部門

獲得するためのタイムテーブルづくりをさらに進めていきます。

10月

スタート
土

夜

9:00

連続ドラマＪ

浅田次郎「プリズンホテル」

火

夜

8:00

火曜ドラマ

池波正太郎時代劇「光と影」

2017年10月から、新ドラマ枠「連続ドラマJ」
をスタート！ 第１弾は、 時代小説の第一人者・池波正太郎の短編時代劇の中か
ら、人間味あふれた12編を一話完結でドラマ化。各話ごと
浅田次郎原作「プリズンホテル」。舞台は、“どんなワケありでも来
に実力派俳優を配し、
「善悪が同居する人間の矛盾」
を巧
るもの拒まず”の極道が経営するホテル。
カタギの支配人を田中
みな構成で描き出します。
直樹（ココリコ）
が、極道の親分でホテルオーナーを柄本明が演じ
12/12「断金の友」望月歩 ほか
ます。不器用だが人間味あふれるワケあり従業員と各話ごと
（全
10話）
にやってくるワケあり客との触れ合いを描く、笑って泣けるコ
メディです。

金

夜

ピーター＆ミッツの

11:30 煮るなり焼くなり

ピーターの別宅にやって来るミッツ・マングローブと様々な
ゲスト。
おもてなしの料理と赤裸々な本音トークを大いに
愉しむ金曜の夜。大人のための、“クッキントーク
【料理と会
話を楽しむ】”番組です。

日

©浅田次郎／集英社・BSジャパン

出演：田中直樹（ココリコ）、矢野聖人、
北香那、菅田俊、柄本明 ほか

夜

石坂浩二の

9:00 ニッポン凄い人名鑑

人生経験豊富な石坂浩二が、
自分の秘密の隠れ家に各界
の
「凄い人」
をゲストに招き、
スタイリッシュにもてなします。
そして、他では聞けない
「ここだけの話」
を聞きながら、石坂
が「プロの矜持」
「生き方のヒント」
「ものづくりの醍醐味」
に
迫っていきます。

Winter 2017
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配信事業

『池上彰の総選挙ライブ』
配信！

有料
動画配信

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5 万
7,000人となりました。
また話題となった
『TXN衆院選
SP池上彰の総選挙ライブ』
では、
会員向けに同時配信を実施。
テ
レビでの視聴のために画質を大
幅にアップしました。

スペシャルドラマも４K配信
2017年4月からNetﬂixと
連携した
「木ドラ25」
を開
始、
海外での配信も実施し
ています。
またビートたけし
さん主演のドラマ特別企
画『破獄』
などのスペシャ
ルドラマも、
外部配信サー
ビスで４K配信しています。
木ドラ25「Re:Mind」
テレビ
東京

毎週木曜深夜

1:00

BS 毎週火曜夜
ジャパン

出演者：けやき坂46

11:00
©
「Re:Mind」
製作委員会

「世界卓球2017」
3つの配信を実施！

花火大会も4K配信
土浦全国花火競技大会

「世界卓球2017」
において、配信の
側面からも盛り上げ、各メディアで
高いアクセス数を記録しました。

BSジャパンでは、大曲、長岡と並んで“日本三大花
火”である
「土浦全国花火競技大会」
を10月7日に単
独生中継。
さらに、BSジャパン番組ホームページ、
YouTubeBSジャ

①放送同時
（サイマル）配信
「世界卓球」
では初の試みとなるテレビ東京ホームページ上で
放送同時配信を実施しました。
②ライブ配信
放送ではお伝えできなかった日本代表選手や注目選手の試合も、
ライブ配信でお届けしました。
③アーカイブ配信
試合終了後にはYouTube等を中心に複数のメディアで配信し
「世界卓球」
過去最高の再生回数を記録しました。
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外部提携
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パン公式チャンネ
ルにて、
４Kでライ
ブ 配 信を行いま
した。

Business Reports

「ポケモン」
&
「銀魂」映画大ヒット御礼
シリーズ20作目となる「劇場版ポケットモンスター キミにき
めた！」は観客動員数292.3万人、興行収入34.2億円
（2017年9月末時点）を超える大ヒットを記録。また、小栗
旬さん主演で７月に公開された映画「銀魂」は、観客動員
291.5万人、興行収入は38.3億円（2017年10月22日
時点）を超え、こちらも大ヒットとなりました。

最新アニメ映画情報

妖怪ウォッチ12月16日
（土）
公開

３年連続で映画ランキング初登場1位（※興行通信社調べ）
を記録し、冬休みの定番作品に成長した映画「妖怪ウォッチ
シャドウサイド 鬼王の復活」。今作では、登場人物は一新さ
れ、おなじみの妖怪たちは驚きの姿に。“大人も楽しめるライ
トホラー”へと生まれ変わりました。さらに、
「ゲゲゲの鬼太
郎」とのコラボも実現し、声を担当されるのは初代鬼太郎・
野沢雅子さん。今までとは一味違う新たな「妖怪ウォッチ
ワールド」をぜひ劇場でご覧ください。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・
ShoPro・JR Kikaku
©Pokémon ©2017 ピカチュウプロジェクト

©空知英秋/集英社
©2017映画「銀魂」製作委員会

オリジナルコンテンツ充実
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」。10月からは話題の「ブラック
クローバー」
「おそ松さん第2期」を
他配信サービスより一足早い見逃
し配信を展開しています。
「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。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。

©LEVEL-5／映画
『妖怪ウォッチ』
プロジェクト 2017
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