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テレビ東京

開局５５周年も“テレ東は変わらない”

２０１８年度の視聴率はゴールデンタイム６．
３％（−０．
３％）、

レンジ、どんな展開になるのか予測不能です。火曜日のスペシャ

ＢＳテレ東は、挑戦し続けます

４月改編のキャッチフレーズは「テレビの力新発見

止まらな

時は「カンニング竹山の、新しい人生始めます！」。人生１00年時

全日２．
７％（−０．
１％）、プライムタイム５．
９％（−０．
３％）とな

ル枠『火曜エンタ』では新たなヒットを狙います。また、
２年目に

りました。ＨＵＴの低下、録画や動画視聴の増加など決して楽観

突入した月曜２２時のドラマＢｉ
ｚは玉木宏主演『スパイラル〜町

４K放送スタート、新元号「令和」、開催が１年後に迫った東京

を考えるライフスタイル提案番組です。
ドラマの挑戦も止めませ

できない状況ですが、開局以来の精神は変わりません。

工場の奇跡〜』、金曜８時のドラマは上川隆也主演『執事西園寺

五輪など、新時代が動き出した中、BSテレ東は、視聴者にＴＶの

ん。土曜よる９時の連続ドラマは7月から「Ｗ県警の悲劇」。警察

の名推理２』、ドラマ２４は西島秀俊＆内野聖陽Ｗ主演『きのう

魅力、可能性を更に新発見してもらいたい！そのためにBSテレ

内部の女のバトルを描く異色の女刑事ドラマ、
４Ｋ制作です。

何食べた？』と魅力的なキャストと作品を揃えました。

東も「視聴者のために何かを新発見できるよう、絶えず挑戦を

他局とは違う、テレ東にいま視聴者が求めている番組は何か
を考え、作り続けます。
４月改編では平日１９時、
２０時台を強化。
水曜日の『一茂＆良純の自由すぎるＴＶ』、木曜日の『太川蛭子

これからもテレ東の番組にご期待ください！

の旅バラ』ではそれぞれの番組の名コンビが様々な企画にチャ

6/26

水

よる

5:55 テレ東音楽祭

テレビ東京の50周年を記念してスタートしたJ-POP
系の大型音楽特番
「テレ東音楽祭」
。
MCは国分太一
と広末涼子が担当。
パワーアップした内容でお届けし
ます。
変わった歌の演出も目玉の一つ！これまでには、
AKB48が、池の水を抜いた後の池の底で
「恋する
フォーチュンクッキー」
を歌う池コラボ、
などを披露し
てきましたが、
さて今年は？さらに、
テレ東に眠る超大
物アーティスト達の過去秘蔵VTRは今回も大放出し
ます。
進行は鷲見玲奈アナウンサー。
今年もテレ東最大規
模の音楽特番
「テレ東音楽祭」
をお楽しみに！
主な出演者：国分太一、広末涼子
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い挑戦！」です。

代、健やかな人生を送るために、40代50代から何をすべきか

続ける」という気持ちを込めました。
4月から新しいジャンルの番組に挑戦しています。日曜よる９

水

よる

7:54 一茂&良純の自由すぎるTV

あらゆる番組に引っ張りだこの2
人がテレ東で大暴れ！
「予定調和になっているテレビを
打ち破りたい」
と意気込む長嶋
一茂の言葉通り、
「いきなり〇〇
やってみた！」
をコンセプトに、
2
人が好奇心の赴くままにゲスト
とともにロケに繰り出します！
主な出演者：長嶋一茂、石原良純

木

よる

6:55 太川蛭子の旅バラ

日

よる

平日よる１０時の経済ニュース「日経プラス10」は、4月から
榎戸教子キャスターが登場、
「リアルな経済の今」をお伝えしま

カンニング竹山の

す。ご期待下さい。

毎週

9:00 新しい人生、始めます！

月〜金

よる

10:00 日経プラス10

今年で48歳になる、
カンニング
竹山と一緒に今後の人生を考
えてみませんか!?
人生100年時代、
「 移住」
「開
業」
「 健康」
「 再就職」
「 資産運
用」
「相続」
「趣味」
などなど、40
代から知っておきたい情報を紹
介します！

BSテレ東が日本経済新聞、
日
経BP、英フィナンシャル・タイム
ズ（FT）
など日経グループ各社
と制作する報道番組。
メインキャスターは榎戸教子。
日経の編集委員がニュースの
真相を深く、わかりやすく解説
します。

主な出演者：カンニング竹山、角谷暁子（テレビ東京アナウンサー）

主な出演者：榎戸教子

土

よる

土曜ドラマ9

9:00 W県警の悲劇

7月13日
スタート！

土

しん や

真夜中ドラマ

0:00 歌舞伎町弁護人 凛花

脱力系名コンビが新旅企画で
レギュラーに復活！
地元の方々と交流しながら名
所・名物を探し、旅の資金を稼
ぎながら豪華なご褒美を目指
す
「ローカル鉄道寄り道の旅」
のほか、新企画も進行中！

W県警本部の幹部らの集まり
「円卓会議」
から、
監察官・松永菜穂子（芦名星）
に指令が下る。
そ
れは決して表沙汰にされたくない事件のもみ消し
だった。菜穂子は所轄の女性警察官を監査室に
呼び、尋問を始める…。
女同士の対峙が繰り広げる、
これまでにない“イヤ
ミス”ドラマ。

大手事務所の花形女性弁護士
だった美鈴凛花
（朝倉あき）
は、
歌舞
伎町の弁護士事務所で働くことに。
凛花のもとに舞い込んでくるのは、
キャバ嬢やホストなど全くかか
わったことのない人々ばかり…。
戸惑いながらも困っている依頼
人を助けていく。

主な出演者：太川陽介、蛭子能収

主な出演者：芦名星

主な出演者：朝倉あき、武田航平、山地まり、岡田浩暉、渡辺裕之
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配信事業

イベント事 業

TVerが大画面のテレビでも楽しめる！
「TVerテレビアプリ」
スタート！

テレビ東京開局55周年記念 国内最大級の高校対抗eスポーツ大会
『Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2019』開催
“STAGE：0（ステージゼロ）”という大会名には
「この舞台から
すべてが始まる」
という意味が込められていて、eスポーツ競
技の発展と世界で活躍する日本人選手の輩出を目指します。
全国各地区のメディアパートナーと協力して行われる本大
会は6月から7月に全国7地区で予選会を行い、決勝大会は8
月14日(水)・15日(木)。千葉県浦安市の「舞浜アンフィシア
ター」
で実施します。

テレビ東京も参画している、民放公式テレビポータ
ル｢TVer(ティーバー)｣では、4月より、
テレビでも利
用できる「TVer テレビアプリ」
を公開いたしました。
これにより、
パソコン/スマートフォン・タブレットアプ
リでお楽しみいただいている
「TVer」
内のテレビ東京
の番組を、
ご家庭のテレビ※1の大画面でもたっぷり
お楽しみいただけます！

■大会公式WEBサイト：https://stage0.jp/

※1 6/25現在、対応機種は、
2015年以降に発売した Android TV 機能搭載
ソニーブラビア、
Amazon Fire TV シリーズです。
今後、
対応機種は順次追
加される予定です。

「ミュウツーの逆襲 EVOLUTION」
7月12日（金）公開！
1998年に上映した記念すべきポケモン映画第１作「劇
場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲」。興行収入
72億円超、動員数654万人を記録し、原点であり最高
峰である本作品が今年の夏、
フル3DCG映像で新たに描か
れます。
ゲスト声優には1998
年当時と同じく市村正親、小
林幸子らを起用。
シリーズ最
大のヒット作の新たな映像体
験をスクリーンでお届けしま
す。

「きのう何食べた？」
過去最高の配信数を記録！
Twitter世界トレンドでも1位に！
累計発行部数500万部(電子版含む)突破の、
よし
ながふみによる大人気漫画をドラマ化した『きのう
何食べた？』
（ 西島秀俊・内野聖陽W主演、4月5日
スタート 毎週金曜深夜放送）
を放送直後から無料
配信。第1話は1週間で、150万再生を超え、
テレビ
東京歴代最高を記録。第2話以降も人気を博して
います。TVerでの配信ランキングでも首位を記録、
Twitter世界トレンドでも1位になるなど、放送だけ
でなく、
ネット上でも大きな話題となりました。
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ベストセラー作家・重松清の短編を映像化。
かつて鬼の
熱血指導から“赤鬼”と呼ばれた教師が、余命半年の元
教え子・ゴルゴと思いがけない再会を果たす。
「 俺は分
かったつもりで、全然わかってなかった。」
という言葉に
隠された赤鬼の想いとはー。余命半年の元教え子に、
“せんせい”は何を教わったのか。
今だからわかり合える教師と
生徒の絆の物語です。主題歌
は竹原ピストルの書き下ろし
楽曲。高校野球の実況で増田
和也アナウンサーが声の出演！
出演：堤真一 柳楽優弥 川栄李奈

竜星 涼 キムラ緑子 麻生祐未

©
「きのう何食べた？」製作委員会

出演：西島秀俊、内野聖陽

「泣くな赤鬼」6月14日（金）公開！

©Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･
ShoPro･JR Kikaku
©Pokémon ©2019 ピカチュウプロジェクト

監督：兼重淳
配給：KADOKAWA

©2019「泣くな赤鬼」製作委員会
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Paravi報告

テレビ東京ホールディングスが出資する動画配信サービス「Paravi( パラビ )」は、2018 年４月のスター
トから 1 年が経ちました。Paravi にしかないオリジナルコンテンツや出資会社から独占的に提供される人
気番組を軸にサービスの魅力を高め、順調に会員数を伸ばしています。

画 期 的 ！ド ラ マ パ ラ ビ
テレビ東京と連携した「ドラマパラビ」は、業界初となる配信ならでは
の様々な手法に取り組み話題を集めています。第 1 弾の「天 天和通り
の快男児」は初回放送直後に全 12 話を一挙に配信。第 2 弾「さすら
い温泉♨遠藤憲一」は翌月放送分をまとめて先行配信。第 3 弾「癒さ
れたい男」は放送スタート前に、出演者が参加する全話オンライン試
写会をライブで実施しました。

パラビジネス で 時 短
「2 分で経済を面白く」をテー
マに、「ワールドビジネスサテ
ライト」や「ガイアの夜明け」
などテレビ東京の経済番組を
再編集したショートコンテンツ
「パラビジネス」が、忙しいビ
ジネスマンなどに好評を博して
います。通勤・通学中にスマ
ホで楽しめるよう毎日朝と夕
方に配信。音声を聞かずに映
像だけでも内容が分かるよう
字幕を多用しています。

Business Reports

通販事業

テレビ東京グループでは、ネットやＴＶで魅力的な商品の通販事業を展開しています。

テレ 東 本 舗 。 ＷＥＢ

テレビ 東 京 ダイレ クト

「テレ東本舗。WEB」はテレビ東京、BSテレビ東京の人気番組グッ
ズやDVD などを販売しているネット通販サイトです。「出川哲朗の充
電させてもらえませんか？」
「孤独のグルメ」や
「おそ松さん」
「銀魂」
「き
のう何食べた？」などあらゆるジャンルの魅力的なオリジナル商品や、
局キャラクター「ナナナ」のグッズを取り扱っており、また、DVD・ブ
ルーレイの販売ではテレ東ならではの独自特典をつけて展開していま
す。今後も様々なテレ東らしい新商品にご期待ください。

テレビ東京ダイレクトは、
「なないろ日和！」などのテレビ通販事業を核
とし、お取り寄せグルメ通販「虎ノ門市場」
、旅事業の「旅スルおつか
れ様～ハーフタイムツアーズ～」
、売上絶好調のゴルフ事業、越境 EC
を展開する中国事業など多岐にわたるコマース事業を展開しています。
また、拡大するEC 事業に積極的に対応するとともに、BS 放送、CS
放送等あらゆるメディアに活動の場を拡げています。

©「天」製作委員会
©福本伸行／竹書房

卓 球 は 全 部 ラ イ ブ で！
「世界卓球」や「ワールドツアー」など卓球の主要国際大会はParaviで
ライブ配信と見逃し配信を行っています。大型のスポーツイベントは
放送ですべてカバーできないケースもあり、柔道や野球、テニス、格
闘技など扱う競技は着実に増えています。

人 気 番 組 は 見 逃 しても O K
ドラマBizやバラエティー「YOUは何しに日本へ？」「モヤモヤさまぁ～
ず２」「THE ★カラオケバトル」は独占的にParaviで見逃し配信してい
ます。４月スタートの新番組もラインアップに加わり、TBSの番組もあ
わせて人気番組の独占見逃し配信はParaviの強みとなっています。

テレビ東京ショッピング てれとマート：https://tv-tokyoshop.jp/
虎ノ門市場：http://www.toranomon-ichiba.com/
旅スルおつかれ様ハーフタイムツアーズ：https://www.halftime-tours.jp/

テレ東本舗。WEB：http://shop.tv-tokyo.co.jp/

テレビ 東 京 コミュニケ ー ションズ
PEANUTS公式オンラインショップ
10周年！
テレビ東京コミュニケーションズが扱うPEANUTS 公式オンライ
ンショップ「おかいものSNOOPY」が、今年 4月で10 周年を迎え
ました。常時 2,500 点を超える商品をラインナップし、豊富な
品揃えとサイト限定のオリジナル商品が全国のPEANUTSファン
から多くの支持を集めています。10 周年を祝し、特設サイトを
公開し、ノベルティのプレゼントも実施しました。7月以降には、
記念商品の販売も予定しております。
本店：https://okaimono-snoopy.jp/
楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/okaimono-snoopy/
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取扱商品
ショップ限定オリジナル商品、
国内向けPEANUTSライセンス商品
© 2019 Peanuts Worldwide LLC

日本のスヌーピーの公式サイトは www.SNOOPY.co.jp
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