テレビ東京グループ

事業報告

開局55周年期間突入“変化と挑戦”

テレビ東京

2 0 1 8 年 度 上 半 期 の 視 聴 率は 、ゴールデンタイム（ＧＨ）

なたの家にある不用品をお金に換える”ことで解決するバラエ

６．
５％（前年同期比－０．
１ポイント）、全日２．
８％（同±０）、プラ

ティです。また、世界で注目のeスポーツをテーマにしたバラエ

イムタイム（PT）６．
０％（同－０．
２ポイント）となりました。“月イ

ティ「有吉ぃぃeeeee！」も日曜夜10時にスタートしました。着

チ”レギュラーになった「緊急ＳＯＳ！池の水ぜんぶ抜く大作戦」や

実にファン層を広げているテレ東ドラマはクールごとに話題作

「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」などが好調でした。
テレビ東京の開局55周年期間に突入する大きな節目の10
月改編では、木曜夜6時55分に新たに「突撃！しあわせ買取

をお送りしています。
“変化と挑戦”を忘れずにこれからもテレ東らしい番組を作り続
けます。ご期待ください！

隊」がスタートしました。生前整理、終活、空き家問題などを“あ
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月

夕方

第51回

6時間
放送

4:00 年忘れにっぽんの歌

今年で51回目となる大晦日恒例
「年忘れにっぽんの歌」。半世紀
以上にわたり、
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“大晦日に本当に聴きたい名
曲”ばかりたっぷり6時間お届け
いたします！豪華歌手の夢の競
演にご期待ください。

日

夜

10:00

有吉ぃぃeeeee！

～そうだ ! 今からお前んチでゲームしない ?

有吉弘行がテレビ東京で初のレ
ギュラーMCに。
ゲームを愛してや
まない有吉が、話題の“eスポー
ツ”に挑戦！ 毎回、芸能人の家
へ行き、本気でゲームします。世
界中の人とのオンライン対戦で、
有吉は勝利できるのか！？ご期
待ください。
主な出演者：有吉弘行、タカアンドトシ、田中卓志（アンガールズ）

1/4

金

夜

9:00

新春ドラマスペシャル

釣りバカ日誌 新米社員 浜崎伝助
瀬戸内海で大漁！結婚式大パニック編

「釣りバカ」が特番ドラマで帰っ
てきます！今回の舞台は、四国・
香川。笑いも、涙も、ホッコリも、
さらにパワーアップした釣りバカ
ワールドをお届けします。新婚ホ
ヤホヤのハマちゃんとみち子さん
は、果たして無事に結婚式を挙
げることができるのか…！？お楽
しみに！

©やまさき十三・北見けんいち・小学館／テレビ東京／松竹

主な出演者：濱田岳、広瀬アリス、吹越満、西田敏行

7

テレビ東京グループ ステークホルダー通信

Winter 2018

ほか

木

夜

6:55 突撃！しあわせ買取隊

おもちゃ、
衣類、
ぬいぐるみ、
ブランド
品…しまい込んでいた物の中からま
さかの高額査定が！家の整理はもち
ろん、
捨ててしまうはずだった品物に、
意外な値段が付いて家族は大喜
び！処分するモノにまつわる驚きのエ
ピソードや人間模様もたっぷりと…
不要品を引き取りお金に換えて、
家
族に新たなしあわせをお届けします。
主な出演者：博多華丸・大吉

Business Reports

BSテレビ東京

ＢＳテレ東、新発売！４Ｋ鮮やかに始まります

10月改編のキャッチフレーズは「ＢＳテレ東、新発売！４Ｋ鮮や
かに始まります」。

経済新聞とタッグを組む本格的な討論番組もスタートしました。
ＢＳテレ東のドラマは最近、
ＴＶｅｒ
（民放公式テレビポータル）で上

社名を新たにＢＳテレビ東京が10月に始動。そして12月、待

位にランキングされるなど、話題作が続々と生まれています。

望のBS４Ｋ放送をスタートしました。ここで生まれる視聴習慣の

12月、ＢＳテレ東のBS4K放送は、得意ジャンルのドラマと報

変化をＢＳテレ東の飛躍につなげてまいります。
「ＹＯＵは何しに

道番組でスタートしました。これまでにない鮮やかな映像で多様

日本へ？」
「孤独のグルメ」
「緊急ＳＯＳ！池の水ぜんぶ抜く大作

化する視聴スタイルにお応えし、新たなＢＳテレ東ファンを獲得し

戦」をラインナップに加えてテレビ東京との連携をより強固にし

てまいります。

たほか、新たにＢＳテレ東オリジナルのドラマやバラエティ、日本

土

土曜ドラマ９

・ヴォイス
9:00 サイレント
行動心理捜査官・楯岡絵麻
夜

行動心理学という特殊な技術を
使い相手のわずかな反応から嘘
を見抜く女性刑事・楯岡絵麻。
こ
の刑事の前に現れるのは、
連続
殺人や営利誘拐、
爆弾脅迫、
ネッ
ト殺人…の被疑者たち。
取調室と
いう密室での刑事と被疑者の心
理戦を通し、
謎が謎を呼ぶサスペ
ンス・エンターテインメント。

4K

制作番組

朝

9:30 NIKKEI 日曜サロン

政治ジャーナリストとして取材
経験豊富な日本経済新聞の芹
川洋一氏が、有力なゲストを毎
週お招きし、鋭く切り込む。
そこ
から見えてくる日本の現実、
ポス
ト平成の新たな地平とは。

©
「サイレント・ヴォイス」製作委員会2018

主な出演者：栗山千明、白洲迅、宇梶剛士

木

日

夜

9:00 突撃！隣のスゴイ家

主な出演者：芹川洋一（日本経済新聞論説フェロー）、榎戸教子

土

夕方

6:24 孤独のグルメ

世の中には、“夢のマイホーム”の
言葉通り、
誰もがうらやましくなる
ような理想を詰め込んだ家や、
遊
び心あふれる奇想天外な家に暮
らす人々がいます。
この番組では、
そんな“スゴイ家”へ突撃訪問！家
主のこだわり満 載の“ 夢のマイ
ホーム”の暮らしを疑似体験しま
す！

異色のグルメコミックを松重豊
主演で実写化した人気ドラマの
第1作目。輸入雑貨商を営む男・
井之頭五郎は仕事で様々な街
を訪れ、立ち寄った店で食事を
する…。

主な出演者：田中卓志（アンガールズ）、遼河はるひ、山根良顕（アンガールズ）

主な出演者：松重豊

Winter 2018
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配信事業

「世界女子ソフトボール2018」
日本戦全試合を配信

ライブ
配信

2018年8月に開催された
「世界女子ソフトボール2018」
を、YouTubeにて連日ライブ配信しました！大会期間を
通して約85万人（延べ人数）
の方が視聴され、決勝にお
いては約30万人（同時視聴最大約8万人）
の方にご覧
いただきました。
白熱の試合が繰
り広げられる中、
放送も配信も大
いに盛り上がり
ました！

「Paravi」
との強力タッグで
人気ドラマを配信

先行
配信

伝説の麻雀マンガ
「天 天和通りの快男児」
を実写化。
動
画配信サービス
「Paravi」
では、
第1話の放送直後に全12
話の一挙独占先行配信を実施！画期的な取り組みとして、
ドラマの完 成
度の高さとあ
わせて、
大きな
話題になりま
した。

©福本伸行・竹書房／「天」製作委員会

出演：岸谷五朗、古川雄輝、吉田栄作

「青春高校3年C組」
放送同時配信を、 同時
配信
マルチプラットフォームで実施！
毎週月曜から金曜の夕方5時30分から生放送している
「 青 春 高 校 3 年 C 組 」を、P a r a v i・S H O W R O O M・
GYAO!・YouTube・LINE LIVE・ニコニコ生放送のマル
チプラットフォームで放送と同時にライブ配信していま
す！Paraviでは、
放送終了後のア
フタートークな
ど特典映像の配
信もしています！
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「ビジネスオンデマンド」
会員数7万を突破！
「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11月に7万人を超えまし
た。充実の番組内容を武器に、
ア
プリ課金の初月無料化や継続的
なアプリの改善などのサービス向
上によって、
さらなる会員獲得を目
指しています！

有料
動画配信

Business Reports

最新アニメ事業情報
「映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS」
12月14日
（金）
に公開！

２０１４年に１作目が公開され、
４作目までのシリーズ累計動
員１６８３万人、興行収入は１８６億円を突破！！冬休みの定
番作品として、不動の人気を誇る「映画 妖怪ウォッチ」。映
画シリーズ5周年の記念作品となる本作は、
「シリーズ史上、
最も泣ける衝撃の妖怪ウォッチ」となっています。舞台は、
古き良き懐かしい時代・１９６０年代。今作で登場する新た
な主人公・下町(しもまち)

ミュージカル「テニスの王子様」
3rdシーズン 青学vs四天宝寺

2018年12月20日～2019年2月17日 全国順次公演

「テニスの王子様」は、2003年に初めて舞台化。累計動員
数が260万人を超える大人気ミュージカルで、今年は記念
すべき15周年！
例年行われている公演やコンサート「Dream Live」のほか
に、今年は「テニミュ映画祭」や「テニミュ文化祭」など様々
なイベントを実施し、新たな

シンと、高城イツキ、有星タ

ファンの獲 得を目 指してい

エの３人が、家族の魂を救

ます！

うために妖怪たちと一緒に
未知なる世界を冒険します。
３人の少年少女と妖怪たち
が織りなす＜奇跡＞と＜友
情＞の物語を、ぜひ劇場で
ご覧ください！

©LEVEL-5／映画「妖怪ウォッチ」
プロジェクト2018

©許斐 剛／集英社 • ＮＡＳ • 新テニスの王子様プロジェクト
©許斐 剛／集英社 • テニミュ製作委員会

話題作が一足早く！オリジナルコンテンツも充実
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「FAIRY
TAIL」ファイナルシリーズ、
「イナズマイレブン オリオンの刻印」を他の配信サービスより一足早く視聴するこ
とができます。
「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。これからもアニメファン
の皆さんに楽しんでいただけるサービスを目指します！

Winter 2018
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