
テレビ東京グループ　事業報告
Business Reports

2020年度より視聴率の社内指標を、これまでメインに扱っ
てきた世帯視聴率から、個人全体視聴率（ ALL）に変更いた
しました。上期の平均視聴率はゴールデン3.9%（前年同期比
+0.4%）、全日1.6%（同+0.2%）、プライム3.5%（同
+0.4%）と3部門ともに大幅に改善しました。新型コロナウイ
ルス感染症の影響で４月クールは在宅が増え、総個人視聴率
（PUT）が大きく上昇しましたが、７月クール以降、PUTが落
ち着いた後も数字をキープできています。昨年度１月クールから
の回復基調が継続できていると実感しています。
そこで10月クールのキャッチフレーズを「観たらますます面白
いテレ東」としました。在宅が増えたことで、これまでテレビ東京
への接触率が低かった方にも観ていただく機会が増え、「試し

に観てみたら面白いな」と思っていただけたと感じております。
とにかく中身で勝負する番組を編成、制作し、一方「テレ東ファ
ンプロジェクト」を立ち上げ、より「濃厚なテレ東ファン」の皆さ
んにも楽しんでいただける仕掛けも行っております。
10月クールの新番組としては、月曜夜10時にドラマ枠を設

け、第１弾は秋元康さんの企画・脚本「共演NG」という大人の
ラブコメディ作品を放送しています。また金曜夜６時55分から
アニメ「ポケットモンスター」を編成。アニメのGH放送は２年ぶ
りの復活となります。日曜日の「モヤモヤさまぁ〜ず２」は夜９
時に枠移行し、よりのんびりと楽しんでいただけると考えます。
新たなファンの獲得と、既存のファンにさらに愛していただける
ように、テレ東は「中身」で勝負します。

「緊急SOS！池の水ぜんぶ抜く大作戦」「THEカラオケ★バトル」の
ほか、「緊急車両24時」「世界はこうしてダマされた！」など、日曜
夜に家族で楽しく観られる企画が目白押し！
さらに新たな企画も準備中で、ますます目が離せません。

さまぁ～ずが何もな
い街（モヤモヤした
街）や、大都会の
裏道をあえてブラ
ブラします。商店
街、公園、時には
海外。モヤモヤして
いればどこにでも
行きます。どんな街
をブラブラするの
か、お楽しみに！

「ゲームが絡んでいれば基本、企画は何でもあり。」をテーマに、芸人やプロゲー
マーがお笑い要素強めのゲーム企画に挑む深夜の人気バラエティが、10月か
らプライムタイムに枠移動！　
深夜のノリはそのままに企画も出演者もパワーアップします。

「ゲームの面白さを何となくでもいいから伝えたい」と、芸人たちが体を張ってさ
まざまなゲーム愛にあふれた企画に挑む！
すべてのゲーマーとお笑い好きに送る新型バラエティです。

秋元康×中井貴一＆鈴木京香×大根仁……テレ東で奇跡の最強タッ
グが実現！　25年間「共演ＮＧ」だった元恋人の大物俳優がなぜか
再共演することに。
メチャメチャ笑えて胸がキュンとする“大人のラブコメ”です。

ＳＮＳ誹謗中傷問題に焦
点を当てた、まったく新
しいサスペンスドラマが
誕生！
インターネットの誹謗中
傷や炎上など、キーボー
ドによる殺人＝指殺人（ゆ
びさつじん）。香取慎吾演
じる主人公・万丞渉（ば
んじょう・わたる）は、ある
事件をきっかけに捜査一
課の第一線から外された
一匹狼ながらも、クセの
強いメンバーとともに指殺
人に苦しむ人 の々事件を
解決に導いていきます。

中身で勝負！「観たらますます面白いテレ東」
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日曜ビッグバラエティ モヤモヤさまぁ～ず２

ドラマプレミア10

日曜ゴールデン帯の番組が入れ替わりました！

勇者ああああ ～ゲーム知識ゼロでもなんとなく見られるゲーム番組～

共演NG 10月クール アノニマス～警視庁“指殺人”対策室～ 1月クール

出演：�さまぁ～ず（大竹一樹・三村マサカズ）�
田中瞳（テレビ東京アナウンサー） ＭＣ：アルコ＆ピース（平子祐希・酒井健太）

ナレーター：相田周二（三四郎）

出演：香取慎吾ほか
出演：中井貴一、鈴木京香ほか

テレビ東京

「緊急SOS！池の水ぜんぶ抜く大作戦」 「THEカラオケ★バトル」

●Paravi、ひかりTVで配信
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2020年度上期は、コロナ禍のなかでどのように放送を継続
していくか暗中模索の日々でしたが、ゴールデンタイムの平均世
帯視聴率がＢＳ全局で1位を獲得する週もあるなど、視聴率の
面では好調でした。
　2020年度10月改編のキャッチフレーズは、「これからをつ
くる。らしさ、全開。ＢＳテレ東」です。番組制作環境に十分留
意しながら、これからのテレビを、ＢＳテレ東を背負って立つ番
組を生み出すべく、さまざまな番組を投入していきます。

　火曜夜８時はファミリー層に訴求する「火曜ファンタイム」、
金曜夜９時にはエッジの効いた企画で大人にアピールする「金
曜アドバンス」の2つの特番枠を編成します。
また、民放無料ＢＳでは唯一自社制作のレギュラードラマ枠を
持つ「ドラマのＢＳテレ東」ならではの深夜ドラマ2本や「信じる
か信じないかは、あなた次第」の名ゼリフでおなじみ、Mr.都
市伝説こと関暁夫さんと人気声優がタッグを組んだ新番組など
盛りだくさんでお送りします。どうぞご期待ください。

「これからをつくる。らしさ、全開。ＢＳテレ東」BSテレビ東京

ロバート秋山竜次がドローンに乗って旅に出る!?

「空からオジャマします！ ～ニッポン冒険飛行～」や、行方不
明のペットを探す探偵に密着する感動ドキュメント「うちの
コ、知りませんか？～ペット探偵の事件簿～」、普通は2、3

日しか泊まらない観光地に10日間泊まって見えてくるものは
何かを探る「気にな
るアノ観光地に長～
～～く泊まってみた
ら」など、自信たっ
ぷりのラインナップ
でお届けします。

女性YouTuberの挑戦に密着する「ソロキャン女子が行く！
自転車キャンピングカー旅」や、あの時あぁなっていたらとい
う、尽きないスポーツのタラレバ話を肴（さかな）に語り合う

「酒の肴にたらればスポーツ」、通常1人でやる演目を3人で
やったらどうなるか、落語家と芸能人がチームで演じる「生

放送だよ！ワンチー
ム落語」など、実験
的な番組を投入して
いきます。

オタク女子のハル（吉谷彩子）とジェンダーレス男子のアオ
（井之脇海）がひょんなことからお互いのお弁当を作りあうこ
とに!?

数あるドラマのなかでも異彩を放つ、この「癒やし系お弁当ド
ラマ」に出演するのは、現在各局で引っ張りだこながら、実は
ドラマ初主演の吉谷彩子と、どんな役でも演じ切る高い演技
力が魅力の井之脇海です。

マジメでちょっと高飛車な学級委員長（伊原六花）とクラス
メートの吉田（小西詠斗）が展開する学園×ラブコメ×どんぶ
り飯ドラマ。
数々のＣＭやドラマで話題となっている伊原六花がひたすら
食べていく様子は、真夜中にお腹が空くこと間違いなし！　
このドラマのために作られた「どんぶりダンス」もキレキレで踊
ります。

「やりすぎ都市伝説」でおなじみMr.都
市伝説＝関暁夫が人気声優たちとお
送りするストーリーテリングバラエティ。

「聞くとゾクッとする」をテーマに、さま
ざまなジャンルの不思議な話を人気声
優たちが朗読劇でお届けします。関＆

声優のフリートークもあり、声優自ら
が体験した奇妙な話も披露。番組の
放送だけではなく、オンラインイベント
など収益化も念頭において複合的に
展開し、これからの時代のコンテンツ
づくりをリードします。
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火曜ファンタイム 金曜アドバンス

ハルとアオのお弁当箱 真夜中ドラマ どんぶり委員長

Mr.都市伝説　関暁夫のゾクッとする怪感話

「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。

出演：吉谷彩子、
井之脇海ほか

出演：伊原六花、
小西詠斗ほか

MC：�関暁夫

火曜と金曜の夜は、満を持してお送りする特番の数々をお楽しみください！

4K 4K

「空からオジャマします！
～ニッポン冒険飛行～」

「ソロキャン女子が行く！
自転車キャンピングカー旅」
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テレビ東京グループ　事業報告
Business Reports

「劇場版ポケットモンスター ココ」
12月25日（金）公開

激辛グルメコメディドラマが誕生！
ドラマホリック！「ゲキカラドウ」

声優企画制作チーム「テレ東声遊会」始動！

菅田将暉＆有村架純W主演
映画「花束みたいな恋をした」

初の大規模オンラインビジネスイベント
「Reversibleworld 2020」

「シナぷしゅ」関連書籍が絶好調！

リアルとバーチャルな池袋が融合
「ミラーワールドプロジェクト」

ドラマ24の人気ドラマ「バイプレイヤーズ」
「きのう何食べた？」が映画化！

「リアル池袋」と「リアル池袋と連動するバーチャル池袋」の2つの
世界を合わせた「ミラーワールドプロジェクト」が立ち上がりまし
た。これは、地元企業と共創の場を構築し、このプロジェクトを
起点として、個々の新たなビジネス構築を目指すものです。池袋
の文化的アセットの「強み」を活かしながらも、池袋に、より人を
引き寄せるためのオープンイノベーションとなります。
リアルの世界に身を置
きながらも、もう一つの
digital空間に足を踏
み込み、現実と相互に
往き来できる新しい世
界「ミラーワールド」の
扉が開かれます。

ドラマ24の大人気ドラマ２作が劇場版として映画館にやってきま
す！　まずは「バイプレイヤーズ」。来年1月から待望のシーズン3

が放送開始。その後、劇場版になり、さらにスケールアップします。
また、女性を中心に熱狂的な支持を得たドラマ「きのう何食べ
た？」の劇場版も制作が進行しています。どちらもおなじみのキャ
ストと映画ならではの豪華ゲストを携えて、2021年、名脇役たち

（バイプレイヤーズ）、そしてシロさん＆ケンジが映画館でお待ちし
ております！

1998年の第1作以来、今年でシ
リーズ23作目となる本作は、2018

年に興収30.9憶円を記録した「劇
場版ポケットモンスター みんなの物
語」を手掛けた矢嶋哲生監督によ
る、完全オリジナルストーリーです。
ポケモンに育てられた少年と、群れ
を離れてまで彼を育てることを決め
た幻のポケモンの姿を通して、人間
とポケモンの新しいカタチの“絆”が
描かれます。ポケモン映画の歴史に
新たな1ページを刻む感動の物語に
ご期待ください。

「孤独のグルメ」「忘
却のサチコ」「きのう
何食べた？」――こ
れまで数 の々グルメド
ラマを放送してきたテ
レビ東京で、激辛料
理に注目した新感覚
グルメドラマが誕生し
ます！「激辛道＝ゲキカラドウ」を真剣に追い求める一人の男が、 

男として、仕事人として、一皮も二皮もむけていく成長物語。
主演は単独初主演のジャニーズ WEST・桐山照史です。超激辛
なグルメコメディドラマを、2021年1月クールにお届けします！
ぜひご覧ください。

これまで「ワンピッグ」「イケボライブ!!」など声優にまつわるコンテ
ンツを発信するなかで、ファンの熱量に大きな可能性を感じまし
た。そこでこの文化をさらに盛り上げるべく、声優企画を制作す
る社内チーム「テレ東声遊会」を発足。この秋からは新人声優を
起用した育成バラエティ番組

「ガヤドリ寮」を配信、12月
には「イケボライブ!!２」を
開催予定です。
アニメや2.5次元に続き成
長する声優カルチャーを牽
引し、「声優イベントならテ
レ東」という地位を確立す
る新規事業にしていきます。

「東京ラブストーリー」「Mother」「カルテット」など、数多くのヒッ
ト作を手掛けてきた脚本家・坂元裕二が「2020年の東京」を舞
台にした映画のためのオリジナルラブストーリー。
菅田将暉、有村架純がW主演。2021年公開。
東京・明大前駅で終電を逃し偶然に出会った、21歳の麦と絹。
バイト、同 棲、
就活。いつも２
人で一 緒にい
た、ぜんぶが楽
しかった。
加速する恋の忘
れられない〈最
高の５年間〉を
描く。

コロナ禍で奮闘するスタートアップ企業やビジネスパーソンに注目
した大型ビジネスカンファレンス「Reversibleworld 2020」を、こ
の秋、東京ミッドタウン日比谷BASE Qで開催しました。登壇した
起業家や識者の数は50名以上で、全13セッションをオンライン
で配信。テレビ東京の報道・制作のプロデューサーらも参加しま
した。イベントの動画は
テレビ東京ビジネスオン
デマンドやテレ東公式
YouTubeチャンネルで
視聴できます。
好評につき第２回を来
年に開催すべく準備中
で、スタートアップ界隈
にテレ東の存在感を強
烈に発信していきます。

「ナナノワ」2020Summer号で特集した民放初の赤ちゃん向け
番組「シナぷしゅ」。レギュラー放送スタート後、さまざまな商品
化が進み、絶好調です。特に書籍は、市場の反応が非常によく、
出版した3冊すべてが発売後1カ月を待たず、異例のスピードで
重版に。出版業界では大きな話題となり、現在も複数の出版社と
新たな企画が進んでいます。

監督：矢嶋哲生　出演：松本梨香、大谷育江ほか
ⒸNintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
ⒸPokémon Ⓒ2020 ピカチュウプロジェクト

Ⓒ2021「花束みたいな恋をした」製作委員会

水 しんや

0:12

「バイプレイヤーズ」（2018）
「きのう何食べた？」（2019）
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テレビ東京公式YouTubeチャンネル
登録者数まもなく100万人突破の見通し

「おそ松さん」第3期オープニングテーマ
 A応Pニューシングル

「nice to NEET you！」発売中！
株式会社エー・ティー・エックス（ AT︱X ）がプロデュースするアニ
メ大好き女子ユニットのA応P（えーおうぴー）は、10月放送開始
のテレビアニメ「おそ松さん」第3期オープニングテーマである新曲

「nice to NEET you！」（ないすとぅーにーちゅー）を11月25日
に発売いたしました。さらにA応Pが「おそ松さん」ファンと歌う

「nice to NEET you！（ with you Version ）」も同CDに収録さ
れています。ぜひお聴きください！

テレビ東京では2010年よりテレビ東京公式YouTubeでの情報発
信を開始しました。主に放送番組のプロモーションの場として活用
していましたが、2016年からはドラマの過去作やオリジナル企画の
配信を強化。再生数100万回を超えるようなヒット動画も多く生ま
れ、チャンネル登録者の増加ペースも加速しました。2019年の50

万登録達成から1年で100万登録を超える推移※となっており、民
放局公式YouTubeチャンネルではトップクラスといえます。
2020年度はライブ配信
の活用事例も増え、テレ
ビ東京の番組ブランドを
広げる重要な発信基地
となっています。検索は

「テレビ東京 YouTube」
で す。※2020年11月4日
時点 登録者数99万人

Ⓒ赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

SEIKO LUKIA　
ピーナッツ生誕70周年記念モデル
2サイズ各81,000円（税抜）

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

ポーズぬいぐるみ
スヌーピー：3,900円（税抜）
ウッドストック：2,700円（税抜）

テレ東本舗。WEB 虎ノ門市場

本店 楽天市場店

A応P

Ⓒ 「ネット興亡記」製作委員会 Ⓒ「共演 ＮＧ」製作委員会

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2年半を経て、認知度も上がりました。テレビ東京の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、好調に会員数を伸ばしています。

テレビ東京グループでは、ネットやテレビで魅力的な商品の通販事業を展開しています。
＊スマートフォンのカメラ機能でQRコードを読み取ると、各店舗のサイトをご覧いただけます。

IT 起業家たちの壮絶な物語を描いた日経電子版の人気連載企画を連続ドラ
マ化。サイバーエージェントの藤田晋社長やメルカリの山田進太郎社長ら実在
の人物が登場する異色のドキュメンタリードラマとして、ビジネスパーソンを中心
に多くのユーザーにご覧いただきま
した。また、Paraviでの配信に合わ
せて「Newsモーニングサテライト」
では、本ドラマを分割して放送。日
経電子版でも「ネット興亡記」の新
たな記事展開をするなど、配信・放
送・新聞を結んだ一大プロジェクト
は、ネット業界でも大きな話題と
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などを販売しているネット通販サイトです。10月から新商品と
して、赤ちゃん向け番組「シナぷしゅ」のウエットシートのフタ、「出川哲
朗の充電させてもらえませんか？」の新作マスク2種などを発売、ご好
評いただいております。
今後も新しい商品が登場しますので、ぜひご注目ください。

PEANUTS公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」にて、SEIKO 
LUKIA ピーナッツ生誕70周年記念モデルを11月11日より先行予約販
売開始。原作者であるチャールズ・シュルツ氏の夫人であるジーン・シュ
ルツさんに、各年代のなかで思い入れのあるアートを選択いただき、70
周年にちなんだ7体のアートがデザインされています。また、ジョイントパー
ツで手や足を動かしてポーズを作れる人気のポーズぬいぐるみに、ウッドス
トックが仲間入り！　帝国ホテル東京のスヌーピープランとのタイアップも
実現いたしました。
今後も「おかいものSNOOPY」オリジナル商品やキャンペーン施策など、
お客様に満足いただける展開をしてまいります。

テレビ東京ダイレクトの、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。上期は巣ごもり需要も
あり、売り上げ34％アップ（対前年）と
好調でした。そして下期の目玉商品は、
おせち。過去最高を売り上げた昨年を
さらに超える、15,000台の販売を目指
します！

・ 北海道の豪華海鮮おせち
・銀座の料亭が作る和洋中おせち
・売り上げ日本一のコスパ最高おせち
・ あわびウニがつまった黄金のおせち

と、令和の正月を彩るおせちを取り揃
えて放送していきますので、今後ともご
期待ください。

Paraviでは「ドラマパラビ」作品をはじめ、テレビ東京の多くのドラマ
が視聴されています。話題を
集めているドラマ「共演NG」で
は、Paraviでしか見られないオ
リジナルストーリー「殺したい
ほど疲れてる！～「共演NG」の
ホントにNGな舞台裏～」の配
信を始めるなど、新たな試みを
行っています。ぜひお楽しみく
ださい。

「共演NG」はParaviだけの
オリジナルストーリーも配信

オリジナルドラマ「ネット興亡記」が好評！

テレ東本舗。WEB

テレビ東京コミュニケーションズ

テレビ東京ダイレクト

テレ東ドラマが
大人気！
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