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（株）テレビ東京ホールディングスは、地上波放送、BS放送、コミュニケーション事業など、あらゆるメディアを持つテレビ東京グ
ループの持株会社であり、ひとつのコンテンツが持つ価値の最大化を目指します。

※住民基本台帳（総務省作成、2019年1月1日現在）の世帯数をベースに、民放テレビ局エリア調査（日本アドバタイザーズ協会）2008年版のカバレッジ数値を使用し、各局のエリア世帯数を算出。
　なお、テレビ北海道のカバレッジは同社調べ。

1964年

1968年

1973年

1981年

1985年

1998年

1999年

2001年

2010年

2016年

2018年

日本科学技術振興財団テレビ局開局、放送開始

（株）東京十二チャンネルプロダクション設立

（株）東京十二チャンネルに社名変更
科学教育専門局から一般総合局へ

（株）テレビ東京に社名変更

（株）BSテレビ東京に社名変更

テレビ東京 港区虎ノ門に社屋移転

（株）ビー・エス・ジャパン設立（（株）BSテレビ東京）

天王洲スタジオ完成

テレビ東京ブロードバンド（株）設立

（株）テレビ東京、（株）BSジャパン、テレビ東京ブロードバンド（株）
が経営統合して（株）テレビ東京ホールディングスを設立

港区六本木に社屋移転

株式会社テレビ北海道
278.9万世帯

株式会社テレビ東京
2,084.7万世帯

テレビ愛知株式会社
471.9万世帯

テレビ大阪株式会社
778.6万世帯

テレビせとうち株式会社
130.3万世帯

株式会社TVQ九州放送
334.4万世帯

テレビ東京グループ

TXNネットワークは、テレビ東京をキー局として６局で構成された効率的な
ネットワークで、全国視聴可能世帯の約70%をカバーしています。

TXNネットワーク

沿 革■（株）テレビ東京

■（株）BSテレビ東京

■（株）テレビ東京コミュニケーションズ

■（株）テレビ東京コマーシャル

■（株）テレビ東京アート

■（株）テレビ東京システム

■（株）テレビ東京制作

■（株）テレビ東京ヒューマン

■（株）テクノマックス

■（株）テレビ東京ビジネスサービス

■ 地上波放送事業
■ 放送周辺事業
■ BS放送事業
■ コミュニケーション事業

［持分法適用関連会社］
（株）日経映像
（株）インタラクティーヴィ
（株）日経CNBC
（株）プレミアム・プラットフォーム・ジャパン

■（株）テレビ東京ミュージック

■（株）テレビ東京メディアネット

■（株）テレビ東京ダイレクト

■（株）エー・ティー・エックス

■TV TOKYO AMERICA, INC.

Group Companies / TXN NetworkCSR Reports

TXNネットワークテレビ東京グループCSRリポート

※（株）BSテレビ東京は、2018年10月1日に（株）BSジャパンから社名を変更しました。
BSテレビ東京

根本かおる所長による勉強会 伊藤CPが港区で講演

「ＳＤＧｓ」を意識したCSR活動

テレビ東京はＳＤＧｓを自分ごととして考え、できるところから取り組みを始めています。

右の写真は校外学習で来社した子どもたちにプレゼントしている名刺です。まるで社員の名刺
のようにできていますが、この名刺はバナナの茎を使った「ナナナ（バナナ）ペーパー」でできて
います。バナナの茎は伐採しても1年で元に戻るため、環境にやさしいのです。またアフリカのザ
ンビアでつくってもらうことで、人々の暮らしの糧にもなっています。未来を担う子どもたちに環
境問題や貧困問題にも目を向けてほしいという願いを込めて配布しています。

子どもたちに「環境にやさしい名刺」を配布

校外学習プログラムの資料は、ナナナのイラストの入ったファイルに入れて子どもたちに渡して
います。このファイルはプラスチックではなく石灰石でできているため、最終的には自然に戻るの
です。プラスチックごみやビニールごみを減らそうという問題
に対する取り組みです。SDGsロゴマークもプリントしている
ので、17の目標がわかります。　

石灰石でできたクリアファイル

テレビ東京では、国連広報センター所長の根本か
おるさんによる社員向けの講習会を開いてSDGsに
ついて学びました。そして秋には、港区にある企業
のCSR担当部署と協力して、名物番組「池の水ぜん
ぶ抜く大作戦」の伊藤隆行チーフプロデューサーに
よるSDGs講演会を港区民向けに行いました。「池
の水」とSDGsの関係、おもしろいです。

SDGｓ（エス・ディー・ジーズ）とは…「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称。2015年9月の
国連サミットで採択されたもので、持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され，地球上
の誰一人として取り残さない（leave no one behind）ことを誓っています。国連加盟193カ国が2016年から2030年の
15年間で達成するために掲げた目標です。

文部科学大臣賞を受賞したテレビ東京の“校外学習活動”は、持続可能な社会を目指した「SDGｓ」も意識しています。

“国連”と“池の水”
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