
テレビ東京グループ　事業報告

「新テレ東へ！全力スイング第 1 弾」
2019年度上期の視聴率はゴールデンタイム5.9％

（-0.6％）、全日2.5％（-0.3％）、プライムタイム5.4％
（-0.6％）となりました。かつてないHUTの低下で、苦しい状
況は続いています。そんな今だからこそ「テレビ東京にできる
ことは何か？」について考え、チャレンジしていこう！という意
識を再確認しています。
10月改編のキャッチフレーズは「新テレ東へ！全力スイング
第1弾」です。三振を恐れず、テレ東らしく斬新な番組、新しい
取り組み、面白そうな企画にフルスイングしていきます。
まず水曜22時には「ソクラテスのため息～滝沢カレンのわ

かるまで教えてください～」、金曜の19時には「先生、、、どこ
にいるんですか？」という2つの新番組を編成します。どちらも
かなりチャレンジングな企画内容ではありますが、三振を恐れ
ることなく目一杯暴れてもらいます。
さらに水曜と木曜19時、20時台には人気番組の「太川蛭
子の旅バラ」「どうぶつピース！！」を枠移行させます。また金
曜8時のドラマに、人気シリーズとなる「カクホの女2」を、また
月曜22時のドラマBizには中谷美紀さん主演の「ハル～総合
商社の女」を放送します。テレ東にしかできない、全力スイング
にご期待ください！

テレビ東京

Business Reports

あなたにもこんな先生、いませんか？記憶に残る一言をくれた先生。
背中を押してくれた先生。そんな先生に今、直接会って「ありがとう」
と伝えたい。きっと誰もが思うはずです。
「あの先生の居場所を知りたい！」と願う芸能人が、ガチで居場所を
突き止め生存確認！ところが、数十年前の記憶をたどって故郷を訪
れても…なかなか先生は見つからない！？ガチだからこそ、依頼人の
リアルな喜怒哀楽を映し出し、見る人の心を揺さぶります。

先生、、、どこにいるんですか？
～会って、どうしても感謝の言葉を伝えたい。～

金 6:55
よる

主な出演者：ユースケ・サンタマリア、
 南海キャンディーズ（山里亮太、しずちゃん） 

主な出演者：佐藤浩市、天海祐希ほか　放送：2018年９月21日 おバカタレントと言われながら、本質を見抜く地頭の良さを持ってい
る滝沢カレン。彼女の冠レギュラー番組がついに誕生！
「聞いたことはあるけれど人に説明できるほどわからない」「知りたい
けれど言葉が難しくてついていけない」そんな経済情報や話題の
ニュース、世間を騒がせている流行のモノについて誰にでもわかるよ
うに優しく噛み砕いてお届けします。
滝沢カレンが生み出す「新常識」な言葉とともに、見るたび毎回賢く
なる？新・お勉強バラエティ！

ソクラテスのため息
～滝沢カレンのわかるまで教えてください～

水 10:00
よる

主な出演者：滝沢カレン、おぎやはぎ、村尾信尚 

今年で52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 を々熱唱してきました。今年も“大晦日に本当に聞きたい名曲”ばか
りお届けいたします！
豪華歌手の夢の競演にご期待ください。

第52回
年忘れにっぽんの歌

12/31

火 4:00
夕方

2018年放送の模様

自分の子供が“殺人の罪”に問われた時、あなたはどう向き合いますか？
第３７回吉川英治文学新人賞を受賞した薬丸岳の原作を初めて
テレビドラマ化。「少年犯罪」「贖罪」といった難しいテーマに向き合い
つつも、親子の葛藤と再生を描いたヒューマンサスペンスドラマです。

テレビ東京開局５５周年特別企画ドラマスペシャル
Ａではない君と

「東京ドラマアウォード2019」
グランプリ受賞（作品賞 単発ドラマ部門）！

※この作品は、動画配信サービスParaviでご覧になれます！

受賞
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テレビ東京グループ　事業報告

10月改編のキャッチフレーズは「釣りバカ！卓球！４K祭り！
BSテレ東のバカ力」です。この秋は定着してきた番組を育て、
改善すべきポイントを得意ジャンルで強化します。
2年目を迎えますます注目を集める「４K」放送に、BSテレ東

は積極的に取り組んでいますが、この秋、オリジナル4K番組
「祭りだ！祝いだ！めでてぇ～メシ」をスタートさせます。迫力あ
る祭りとシズル感たっぷりのグルメ映像を高精細な4K映像で
お届けします。
そして土曜の夜には映画の「釣りバカ日誌」とドラマ版「釣り

バカ日誌」を続けて編成。ドラマ版は初の4K放送となります。さ
らに土曜の深夜にはオリジナルドラマ「江戸前の旬season2」。
こちらも４K！卓球を応援し続けているBSテレ東は、この秋も
卓球の国際大会を数多く放送します。オリンピック代表枠をか
けた日本人選手の熱い戦いに注目です。
また朝の経済ニュースも「日経モーニングプラスFT」として
パワーアップ＆リニューアルします。
得意分野でまっしぐらにバカ正直に？番組を制作、放送して

いくBSテレ東、引き続きご支援よろしくお願いいたします。

©「江戸前の旬season２」製作委員会2019

映画は、万年ヒラ社員のハマちゃん（西田敏行）と勤務する鈴木建設社
長のス―さん（三國連太郎）のお馴染みの釣りバカコンビが繰り広げる
珍騒動！全22作を連続放送します！
また、BSテレ東では、2015年にテレビ東京でドラマ化された「釣りバカ日
誌 新入社員 浜崎伝助」を、＜4Kドラマ＞として初放送！新入社員のハ
マちゃん（濱田岳）＆スーさん（西田敏行）の釣りバカ師弟コンビが、笑い
と涙の珍騒動を繰り広げます！そして1月からは「釣りバカ日誌 新米社
員 浜崎伝助」もお届けします。

土曜の夜は、映画とドラマで、釣りバカ三昧!!

映画「釣りバカ日誌」土 6:30
よる

真夜中ドラマ
江戸前の旬season２

4K土曜ドラマ９
釣りバカ日誌 新入社員 浜崎伝助土 9:00

よる

©松竹

©やまさき十三・北見けんいち・小学館／テレビ東京／松竹

Business Reports

釣りバカ！卓球！4K祭り！BSテレ東のバカ力
ぢから

BSテレビ東京

4K祭りだ！祝いだ！めでてぇ～メシ火 8:00
よる

お祭りとお祝いにかける人たちの熱い思いを、食を通して伝える
ヒューマンドキュメント。
祭りを愛する男女の、ハレの日にかける意気込みや心血注ぐ準
備と訓練を追います。また、彼らの血となり汗となる祭りメシ、宴に
供される祝いメシ、地元の海の
幸・山の幸てんこ盛りな料理から、
家族の真心がこもった特別な応
援料理、勝負の一膳なども紹介。
高精細４K映像でお送りします。

4K土 0:00
深夜

人気グルメコミックス「銀座柳寿司三代目 江戸前の旬」（日本文芸社）のドラマ化第2弾。銀座「柳寿司」の三男坊、柳葉旬（須賀
健太）が再び寿司を握る世界に戻ってきます！
昨年のシリーズでようやくつけ場に立てた旬。新たな高みを目指して新たな師匠に弟子入りすることでより一流の寿司職人を目指し
ます。姉の結婚話、家出した兄が突
然戻るなど家族を巡る騒動の中、
旬の三代目としての存在意義とは？
今回も寿司ダネにまつわるおいしい
話も盛りだくさん。赤身、小肌、穴子
…旬が心を込めて握る寿司には魂
さえ宿ります。江戸前の心意気と職
人の技をお楽しみください。

“ピュア4K”映像といわれる高精細の映像をお楽しみになるには、
4Kテレビ（4Kチューナー内蔵または外付け）をご用意いただき、「4K」＋「7ch」を押して、BSテレ東4Kでご覧ください。
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Business Reports

映画 イベント

2014年の第１作から、毎年冬に
公開をしてきた「映画妖怪ウォッ
チ」シリーズ。常に新たな試みを
行ってきましたが、今作はなんと
ギャグ満載の学園もの！おなじみ
の妖怪たちが人間となって、学園
の謎に立ち向かいます。新たな妖
怪ウォッチを、ぜひ劇場でご覧く
ださい。

今年のカンヌ国際映画祭で、満場一致で最高賞のパルムドールに輝い
た話題作。全員失業中で“半地下”住宅で暮らす貧しいキム一家の長男
が、ＩＴ企業を経営する裕福な一家の家庭教師になったことから、次々
に想像を超える悲喜劇へと巻き込まれていく。格差社会への強烈な批
判をユーモアを交えて描く、超一級のエンタテイメント作品。

「パラサイト 半地下の家族」

テレビ東京は、11月29日（金）～12月25日（水）の期間、
東京スカイツリータウン®で行われる「東京スカイツリー
タウン®ドリームクリスマス2019」に参加し、「テレ東冬
のあったかパーク in TOKYO SKYTREE TOWN®」を開
催しています。「あっ
たかい」をテーマに、
テレビ東京人気コン
テンツとのコラボ
ブースやコラボグル
メでクリスマスを盛
り上げます！

公開日：２０２０年1月10日 

出演：ソン・ガンホ、イ・ソンギュン他
監督：ポン・ジュノ
配給：ビターズ・エンド

「映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか」
12月13日（金）公開！

出演：モトーラ世理奈 西島秀俊 西田敏行（特別出演） 三浦友和
監督：諏訪敦彦
配給：ブロードメディア・スタジオ

震災で家族を失い、広島で叔母と暮らす少女ハル。故郷
岩手県をヒッチハイクで目指し、様々な出会いを経て、生
きる意味を見出していく。運命の地に彼女が見つけたも
のは・・・＜風の電話＞をモチーフに人と人のつながりを見
つめ、傷ついた心の救済を描く名作が誕生。
※風の電話…庭園に設置されたどこにも繋がらない黒電話と電話ボックス。岩手県大槌町の
小高い丘の上に実際にあり、亡き人に思いを伝えたいと震災後に３万人以上が訪れた。

「風の電話」来年1月24日（金）公開！

共同事業

話題のプラットフォーム「note」との連動番組がスタート！

テレビ東京HDは8月1日、株式会社ピースオブケイクとの資本
業務提携を発表しました。ピースオブケイクは個人がコンテンツ
を発信、販売できるプラットフォーム「note」を運営しています。
今後テレビ東京は放送・配信する作品の発掘をnote上で行うほ
か、noteへのユーザー投稿を番組制作に活かしていきます。
連動番組企画の第１弾として11月４日より新実験ドラマ「知らな
い人んち(仮)」を放送します。ドラマの舞台や登場人物を「お題」
として設定し、noteユーザーからの投稿で脚本を制作するとい
う意欲作です。新たなコンテンツ制作手法にご期待ください！

配信事業

即位礼もライブ配信、記者の独自解説も人気急上昇の「テレ東NEWS」

テレビ東京では今年4月にネットでニュースを配信
する「テレ東NEWS」を開始しました。テレビ東京ビ
ジネスオンデマンド、テレビ東京のホームページ、
YouTubeなどで無料でテレビ東京のニュースがご
覧になれます。YouTubeのチャンネル登録者数は
半年で15万人を超えています。官房長官の会見や
緊急に開かれる企業の記者会見などもライブで配
信します。またテレビ東京の記者が経済、政治、事
件の裏側を解説するオリジナルコンテンツも楽しめ
ます。「テレ東ニュース」でぜひ検索してください。

テレビ東京のクリスマスイベント

「テレ東 冬のあったかパーク
in TOKYO SKYTREE TOWN®」開催！

場所：東京スカイツリータウンⓇ

4F スカイアリーナ

©2020映画『風の電話』製作委員会

「あったかパーク」で検索してネ
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映画 イベント
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公開をしてきた「映画妖怪ウォッ
チ」シリーズ。常に新たな試みを
行ってきましたが、今作はなんと
ギャグ満載の学園もの！おなじみ
の妖怪たちが人間となって、学園
の謎に立ち向かいます。新たな妖
怪ウォッチを、ぜひ劇場でご覧く
ださい。
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「パラサイト 半地下の家族」
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のあったかパーク in TOKYO SKYTREE TOWN®」を開
催しています。「あっ
たかい」をテーマに、
テレビ東京人気コン
テンツとのコラボ
ブースやコラボグル
メでクリスマスを盛
り上げます！

公開日：２０２０年1月10日 
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テレビ東京グループ　事業報告

テレビ東京と連携した「ドラマパラビ」は、これまで全話一挙配信など斬
新な試みで注目を集めてきました。
2019年7月クールの「びしょ濡れ探偵 水野羽衣」では、テレビ東京で
放送したものとエンディングが違うParavi版も配信。1つのドラマが2度
楽しめるという、配信ならではのユニークな仕掛けが話題となりました。

2 度 楽 し め る ド ラ マ

©NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019実行委員会

Paravi報告
テレビ東京HDが出資する動画配信サービスParavi。
サービス開始から2年目を迎え、順調に会員が増えています。
テレビ東京の人気ドラマの見逃し配信数が増えるなど、ますますサービスの魅力が高まっています。

Paraviで根強い人気があるのが、テレビ東京のアニメ。「ダイヤのA」や
「銀魂」などが人気ランキングの上位に入っています。
さらに「NARUTO-ナルト-」「BORUTO-ボルト-」の大型イベントを、「あ
にてれ」とともに独占ライブ配信しました。

ア ニ メ も P a r a v i ！

Paraviで独占配信中の「モヤモヤさまぁ～ず2」。4月に3代目アシスタ
ントの福田典子アナウンサーが「番組卒業」を発表してから、次のア
シスタントが誰かに注目が集まり、Paraviでの視聴も一気に伸びました
（田中瞳アナウンサーに決定！）。Paraviでは、オリジナル企画「福田
典子アナのモヤさま裏話2」も配信しています。

新 ア シ ス タ ント で 大 注 目

Paraviの強みと言えば、やはりドラマです。テレビ東京は、2019年10
月クールから提供するドラマ枠を拡大。「ドラマパラビ」「ドラマBiz」に
加えて、「ドラマ24」など深夜のドラマ3枠が見逃し配信されることになり、
「孤独のグルメ」や「死役所」などもご覧頂けるようになりました。

配 信 ド ラ マ を 拡 大
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テレビ東京グループ　事業報告

「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、ブルーレイなどを販売しているネット通販サイトです。10
月には、お客様がよりいっそう商品をご購入しやすくなるようにトップ
画面をリニューアルしました。「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」

「孤独のグルメ」「おそ松さん」といったグッズに加え、「きのう何食べ
た？」「サクセス荘」など新しい人気番組商品も。魅力的なラインナッ
プとなっています。

テ レ 東 本 舗 。 Ｗ Ｅ Ｂ

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。

『DANGAN7』というクラブをご
存知ですか？店頭では一切手
に入らず、今をときめく全英女
王の愛用品並みに希少価値が
高い（？）と噂されているドライ
バーです。実はこちら、テレビ
東京ダイレクトでしか手に入ら
ない完全オリジナル製品。BS
テレ東で放送中の「ゴルフ 天
下！たい平」でも、落語家・林
家たい平さんが250ヤードかっ
飛ばしたクラブとして大人気で
す。シリーズ品として開発したア
イアンセットやフェアウェイウッ
ドも大ヒットを記録中。開発中
の新クラブも、ぜひご注目くだ
さい。

テ レ ビ 東 京 ダ イレ クト

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」では、ショップ限定オリジナル商品が好評を博し、
即日完売するケースが相次いでいます。「おかいものSNOOPY10周年記念」
の「ポーズぬいぐるみ（限定BOX）」や「CITIZENエコ・ドライブBluetooth」
等を販売、WEBメディアやSNSでも大きな反響を呼んでいます。デザイ
ン、素材、品質、パッケージに至るまで、妥協のない細部へのこだわり
がPEANUTSファンから絶大な支持を集めています。

テ レ ビ 東 京 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョン ズ

取扱商品
ショップ限定オリジナル商品、
国内向けPEANUTSライセンス商品本店：https://okaimono-snoopy.jp/

�楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/okaimono-snoopy/

DANGAN7ブランドページ：https://www.tv-tokyoshop.jp/contents/dangan7/テレ東本舗。WEB：http://shop.tv-tokyo.co.jp/

© 2019 Peanuts Worldwide LLC　日本のスヌーピーの公式サイトは www.SNOOPY.co.jp

おかいものSNOOPY
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