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「視聴率 ALL 元年！ “これぞテレ東” を目指して」

テレビ東京

2 0 1 9 年 度 の 平 均 視 聴 率はゴールデン6 . 0 ％（ 前 年 比
‒0.3％）全日2.6％（‒0.1％）プライム5.5％（‒0.4％）と、

な番組を編成しました。
4月改編のキャッチフレーズは「視聴率ALL元年！ “これぞ

HUT低下に伴い苦戦が続いております。一方で１月クールは

テレ東”を目指して」。この言葉を具現化した２つの新番組が

ゴールデンタイム前年比0.1％アップし、少しずつ強化改善の

目玉です。

効果を実感しております。

金

6:55 デカ盛りハンター
よる

テレビ東京が発掘してきた大食いスターが多数出演する大
食いバラエティ！ 今まで誰も完食したことのない、完食者ゼ

1つ目は月曜よる８時「月曜プレミア８」という２時間ドラマ

ロの
「デカ盛り」
に大食いスターたちが挑む
「デカ盛り道場破

2020年度には社内指標を、これまでメインに扱ってきた

をメインにした番組。そしてもう1つは、金曜よる７時枠の「デ

り」
や、
まだ見ぬ大食い女子を発掘する
「ハラペコ女子図鑑」、

世帯視聴率から、個人全体視聴率（ALL）へと切り替えました。

カ盛りハンター」です。テレ東の伝統芸「大食い」のメンバー

人気チェーン店や行列店、海外のグルメを食べ尽くす企画な

が衝撃のデカ盛りグルメを食べ尽くします。

ど、
とにかく食べて食べて食べまくる番組です。

これにより、テレ東ファンとしてご覧いただいていた皆様は
もちろん、ご家族揃って複数人で一緒に見ていただけるよう

また、大食いスターたちが食べた総重量と同じ量の
「食」
を

ご期待ください！

児童福祉施設などに寄付する
「Food aid １ for １」
も実施し

ています。
MC：パンサー、カミナリ、三四郎

月

よる

8:00

月曜プレミア８

大食いスター：MAX鈴木、もえのあずき、
はらぺこツインズ、ロシアン佐藤ほか

２０２０年４月から、
月曜よる８時が大幅リニューアル！
２時間の単発ミステリードラマをお届けしています！
原作モノを中心に、有名作家の最新作から、名作を新キャストでリメイク、
さらに、
隠れた傑作など、骨太で大人の鑑賞に堪える作品を取り揃えます！
さらに、人気バラエティ
「世界！ニッポン行きたい人応援団」
もお届け。

放送開始から延べ３１カ国、
１６４人の海外の方々の夢を応援し感動の密着取

材をしています。

テレ東音楽祭

※OA日未定

テレビ東京が一丸となり制作にあたるJ-POP系大型音楽特
番「テレ東音楽祭」
も、今年で７回目となります。
昨年はMCのTOKIO国分太一が運河の水上から登場する
パフォーマンスを披露し番組冒頭からずぶ濡れになりまし
たが、今年はいかに？
さらに、過去には◆乃木坂46 ヒム子（バナナマン・日村勇
紀）の「インフルエンサー」コラボダンスや、◆Hey! Say!
JUMPが強風の中
「横浜ランドマークタワー」
の屋上でのパ
フォーマンス、
などこの番組でしか見ることができない歌の
特殊演出も見どころです。
そしてテレ東に眠る超大物アーティストたちの過去秘蔵
VTRも大放出します。
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！
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BSテレビ東京

らしさ、全開。BSテレ東

今年、おかげさまでBSテレ東は開局20周年を迎えます。

Season2を4Kで制作、放送。

土

9:00 サイレント・ヴォイス 行動心理捜査官・楯岡絵麻 Season2 4K
よる

キャッチフレーズは「らしさ、全開。BSテレ東」。経済番組、音楽

そして「浮世舞台の花道は…」
「しみるねぇ…」の名ナレー

番組、
ドラマ、
４K番組など、BSテレ東らしい番組にますます力を

ションでおなじみの「演歌の花道」が20年ぶりにBSテレ東で復

２０１８年１０月クールに放送し好評だった連続ドラマの続編。

入れながら、新たなチャレンジも仕掛け、次の20年に向けての

活しました。

｢被疑者の嘘を見破る女刑事・楯岡絵麻（栗山千明）｣が、人が

飛躍の年にすべく、来年3月まで20周年特別企画も取り揃えて
います。
4月改編では、あの「男はつらいよ」を４K技術でデジタル修復。
初公開当時の映像を再現した「土曜は寅さん ! ４Kでらっくす」
としてテレビ初披露です。
さらに2018年に放送し、大きな話題となった土曜ドラマ９
「 サイレント ・ ヴォイス

行 動 心 理 捜 査 官・楯 岡 絵 麻 」の

オリジナルの新番組では「THE名門校 日本全国すごい学校名

嘘をつく瞬間、
０.２秒間だけ現れるその人固有の｢マイクロジェ

鑑」が日曜よる9時にスタート。全国の「名門校」の歴史、教育法、

スチャー｣を読み取り、被疑者の｢嘘｣を行動心理学で暴き、事

OBなどを取材し、名門校といわれるその秘密をご紹介する、BS

件を解決していくミステリー作品です。

テレ東らしさ全開の新番組です。

Season２からは、絵麻の新たな相棒・東野浩介役に馬場徹が登

新型コロナウイルス感染症で沈みがちな世の中ですが、BSテ

場！前作以上に一癖も二癖もある被疑者に、新コンビが真っ向

レ東では皆様に明るく前向きな気持ちになっていただける番組

から立ち向かいます。
エリート警察官や人気アイドル、天才音楽

を発信し続けていきます。

家、敬虔な神父など、警察の捜査を欺く屈強な被疑者たちと楯
岡絵麻が取調室という密室を舞台に繰り広げる怒涛の心理戦。
Season１は、
５月からテレビ東京系でも放送を開始しました。
ご期待ください！

土

よる

6:30

男はつらいよ
４Ｋデジタル修復版をテレビ初放送！！

土曜は寅さん ！４Ｋでらっくす

4K

毎週土曜の夜は
「寅さん」
でお楽しみ下さい。
この４Ｋデジタル修復版は、
オリジナルネガを１コマずつスキャンし、
キズ
１作品の修復になんと２００〜５００
は消去、退色した色調も復元し、

時間もかかっています。
公開当時のままの鮮やかな映像を、
ご家族で、
そして、
これまで寅さんを
観たことのない若い世代の方たちにも、
この機会にぜひご覧いただけれ

日

よる

THE名門校

9:00 日本全国すごい学校名鑑

｢名門校｣はなぜ｢名門校｣たりえるのか？歴史や校風、
さらに
は卒業生のつながりまで…そんな名門校の知られざる姿を通
して秘密に迫る知的情報バラエティ。東大合格者数の上位校
をはじめ、
スポーツ、文化、芸術など様々な分野の
「名門校」
を
紹介します。
司会：登坂淳一

角谷暁子（テレビ東京アナウンサー）

ばと思います。
令和の世に、昭和のお茶の間が甦ります。
「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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受賞

出資映画

「Mixalive TOKYO」

第92回アカデミー賞 で4冠達成！

その次の扉をどう開けるのか？

日本での興行収入４6億円を超えるメガヒット！！
公開日：2020年1月１0日
出演：ソン・ガンホ、イ・ソンギュンほか

監督：ポン・ジュノ 配給：ビターズ・エンド

カンヌのパルムドールをはじめ、世界中で１６０を超える映画賞受賞の話題作が、世界最高峰の映
画の祭典、
「アカデミー賞 」
で作品賞、監督賞、脚本賞、国際長編映画賞の最多４部門を受賞しま
した。英語以外の外国語映画での作品賞受賞は史上初の快挙。
テレビ東京は、映画の歴史を変え
たこの作品に出資し、様々な宣伝を展開し日本での公開を盛り上げました。

池袋に誕生したＬＩＶＥエンターテインメント施設
「Mixalive
TOKYO」
（ミクサライブ東京）
（
。株）
講談社、
キングレコード
（株）
（株）
、 ブシロードほかとパートナーを組み、
様々なイベン
トを予定しています。
新型コロナウイルス感染症により
「見方・楽しみ方も大きな
変化が起きる」
と考え、
ネットやバーチャル空間を駆使した
「Mixalive TOKYOオンラインイ
ベント」
を６月以降実施します。
まだ誰も観たことのない全く新
しいイベントをご期待ください。
2019 12 03
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月
水

しん や

松重豊主演

0:52 ミニドラマ「きょうの猫村さん」

土

しん や

本気でビジネスについて考えてます！

2:10 「今日からやる会議」

大人気漫画「きょうの猫村さん」
が松重豊主演でまさかの初 「さらば青春の光」
と
「カミナリ」
の２組がテレビ東京の社員と
実写化！出演者は濱田岳、石田ひかり、市川実日子、松尾スズ ともに、
最前線を走るビジネス賢者へのインタビューをヒント
キ、
小雪、
染谷将太、
安藤サクラ、
荒川良々など。
に、新ビジネスを考えるドキュメントバラエティ！これまでに
主題歌は坂本龍一の書き下ろし楽曲です。
も、臭いけど美味しい
「緊急ＳＯＳ！池の水ぜんぶ抜く大作
ミニドラマのスケールを超えた豪華なメンバーが、
原作が持つ 戦」
コラボドリンク
（１２,０００本ほぼ完売）
など今までにない
温かい世界観はそのま
商品を開発。
まに、実写ならではの
現在も新しいAI VTuber
シュールな魅力たっぷ
を活用し、
芸人の脳をフ
りの２分３０秒をお届
ル回転させ、
漫画原作を
けします。
Paraviで独占
開発中！
見放題配信中。
一攫千金を狙います。
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しん や

1:30

「フルーツバスケット 2nd season」

２００１年に全世界でアニメも大ヒットした少女漫画を新ス
タッフ＆キャストにより全編アニメ化。
この４月からスタートした２nd seasonは、
前回のアニメでは
描かれていなかった部分を放送
しており、既に話題沸騰してい
ます。
世界各国で放送•配信されてい
ますが、
特に北米で人気が高く、
世界最大のスーパーマーケット
チェーン
「Walmart」
でのDVD販
売が堅調です。
幹事会社として製作委員会を牽
引し、
プロジェクト成功に向けて
©高屋奈月 ･ 白泉社／フルーツバスケット製作委員会
粉骨砕身します。
C100
M050
Y090
K000

「STAGE:０」文部科学省の後援事業に！
「STAGE:0」
は、
昨年１,４７５校、
４,７１６名が参加した日本最
大級の高校生のためのeスポーツ大会。
今年度は、
すべて
「オ
ンライン」
での大会を予定しています。
eスポーツは、
オンライン
でも人がつながれる新たな可能性を秘めたコンテンツであり、
論理的な戦略や諦めない精神も求め
られます。
世界では、
億単位を稼ぐプ
ロ選手も出てきており、
日本から世界
に通用するプロ選手輩出の機運を盛
り上げる一助になればと考えています。
大会公式WEBサイト:https://stage0.jp/

「テレ東NEWS」

Google社よりシルバークリエイターアワードが
贈呈されました

２０１９年３月にYouTubeチャンネルを開設した総合ニュー
スサイト
「テレ東NEWS」。
オリジナルコンテンツの配信やライブ配信に積極的に取り
組み、
チャンネル登録者数が一気に拡大し、
テレ東史上最
速で１０万 人 超
えを達成！
２０２０年４月に
は 約４０万 人 を
突 破し順 調に増
加しています。
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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）」はサービス開始
から３年目に入りました。テレビ東京で放送した人気ドラマをはじめ、出資会社から提供される
番組・コンテンツの品揃えは多くのユーザーの支持を得て、順調に会員数を伸ばしています。

配 信 の 視 聴 が ど ん ど ん 便 利 に！
動画配信サービスをご利用いただい
ていますか？
２０１９年１２月から、Apple のア
プリ内課金を開始し、iPhoneを持
つ人は指紋認証含む数タッチで、

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 東ドラマ が 絶 好 調！

テレ 東 本 舗 。 ＷＥＢ

会員数の増加を支えているのは女性ユーザーです。「ドラマパラビ」と
銘打ち、放送に先駆けて配信を行うなどの施策が、多くのドラマファ
ンの視聴数を獲得することにつながりました。中でも２０２０年１月期の
「来世ではちゃんとします」は、深夜枠での放送でありながら大ヒット。
放送が終了してもなお視聴数が衰えない、人気ドラマになっています。

「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。「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」
といった人気番組はもちろん「テレビ演劇 サクセス荘」など話題の番
組グッズまで多彩なラインアップを揃えています。
今後も新しい商品を準備中ですので、ぜひご注目ください。

Paraviの登録＆視聴が簡単にできる
ようになりました。
これにより、動画配信サービスがよ
り身近なものになり、会員獲得につ
ながっています。

© いつまちゃん／集英社・
「来世ではちゃんとします」製作委員会

放 送 を 見 逃 し た ら 配 信 で！
Paraviで独占見逃し配信をしている、テレビ東京が誇る人気バラエティ
「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」に加え４月スタートの新番組「デカ盛りハンター」がラインアッ
プ！また「世界卓球」をはじめテレビ東京で中継する大型スポーツイベ
ントも、ライブ中継と見逃し配信でお楽しみいただけます。

経 済 ニ ュ ー ス が ２ 分 で わ か る！
「２分でわかる」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、ビジネスマンだけでなく若い女性ユーザーにも好
評でした!また、各経済番組の見逃し配信の視聴も倍増しました。

テレ東本舗 。WEB：https://shop.tv-tokyo.co.jp/

2020 Summer

虎ノ門市場：
http://www.toranomon-ichiba.com/

おかいものSNOOPY

本店：https://okaimono-snoopy.jp/
楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/okaimono-snoopy/
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ワンランク上のお取り寄せ番組
「虎ノ門市場」は、全国各地
の知られざる名品を紹介する
グルメ通販番組。２０１９年度
の売り上げは２, ３８７百万円、
前年比１１０. ６%と好調です。
主力商品は、おせち、海鮮セッ
ト、惣菜頒布会など。
他局のテレビ通販との違いは、
食品専門であること、テレ東の
番組ノウハウを駆使しているこ
とです。人気バラエティ番組の
スタッフが本気でつくる「虎ノ門
市場」は今年度から放送枠も
拡大、ますます人気が上がりそ
うです。

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「おかいものSNOOPY」では、ショッ
プ限定オリジナル商品が好評で、売り上げを伸ばしています。ライフ
スタイルブランド「BRUNO」とのコラボレーション商品、ほったらかし
で調理ができるマルチ圧力クッカーをはじめとする家電シリーズが特
に好調です。２０２０年１０月２日にPEANUTS 生誕７０周年を迎える
のを記念し、限定の７０周年記念商品やキャンペーンを発表予定で
す。今後もご期待に応え、
満足いただける商品をお届けしてまいります。
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テレビ 東 京 ダイレ クト

限定

BRUNOマルチ圧力クッカー
￥17,500（税抜）

PEANUTS生誕70周年記念
おかいものSNOOPYにて特設サイト展開中

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
© 2020 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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