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アドバタイザー・インタビュー CS/BSペイテレビ（以下ペイテレビ）を活用されたアドバタイザーに話を聞き、
事例紹介とともにペイテレビ広告を実施した狙いやその効果などを紹介します。

映画×キヤノン×WOWOWがコラボして、キヤノンのコンパクトデジタルカメラ「PowerShot G7 
X」のプロモーションを2014年10月・12月、および2015年3月・4月に展開。Canon presents「映
画を巡る旅」と題して、映画枠の提供とミニ番組を合わせて放送
した。

ミニ番組では、著名な写真家がコンパクトデジタルカメラ
「PowerShot G7 X」を持って、放送する映画のロケ地を巡り、
撮影した写真を紹介。またWOWOWの番組ガイド内に、撮影し
た写真を用いた広告を掲載。その他新聞等にも広告を掲載し、
映像メディアと紙メディアでプロモーションを展開した。

この展開により「PowerShot G7 X」のパフォーマンスを伝え
ることはもちろん、映画のロケ地取材と重ねあわせることで、独自
の世界観を確立した。

メルセデス・ベンツ日本が東京・六本木で展開するブランド情報発信拠点「Mercedes-Benz 
Connection」に人気シンガーの清水翔太を迎え、完全招待制のスペシャルライブを実施。観覧応募
の条件をメルセデス・ベンツの会員サイト「My Mercedes」
もしくは「Mercedes-Benz Connection」の会員プログラ
ム「Mercedes. Connected」会員とすることで、新規会員
の登録促進および既存会員のロイヤリティ向上の機会を
提供した。ライブの模様はスペースシャワーTVで事後特番
として放送したほか、スマートフォンアプリ「スペシャアプリ」
では当日に完全生配信を実施。複数デバイスを通じたライ
ブ映像提供で、地方在住者や抽選に外れた会員、アー
ティストのファン、アプリユーザーなど、広範囲にメルセデ
ス・ベンツの魅力を訴求した。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
業種：キヤノン製品ならびに関連ソリューションの国内マーケティング　展開商品：コンパクトデジタルカメラ「PowerShot G7 X」
広告会社名：株式会社電通　展開キーワード：ミニ番組制作、番組提供、クロスメディア

メルセデス・ベンツ日本株式会社
業種：自動車　展開商品：ブランド情報発信拠点「Mercedes-Benz Connection」（東京・六本木）
広告会社名：株式会社博報堂、株式会社博報堂DYメディアパートナーズ
展開キーワード：番組制作、番組提供、イベント、クロスメディア、キャンペーン展開、その他

WOWOW
スペースシャワーTV

映画のロケ地を訪ねるミニ番組を制作
商品独自の世界観を確立

ブランド発信拠点でライブを開催し
顧客との接点創出と満足度向上につなげる

「PowerShot G7 X」の特長や主なユー
ザー層を教えてください。
麓：コンパクトデジタルカメラ「PowerShot G7 

X」は、1.0型の大型センサーと大口径レンズを、

横幅103mm、高さ60.4mmという小さなボディー

に搭載していることが大きな特長です。その他

にも光学4.2倍ズームの搭載や、カメラとしての

佇まいを徹底的に追求したデザインなど、高級

コンパクトカメラとしてふさわしい1台に仕上げて

います。

「PowerShot G7 X」の主なターゲットは、50～

60代の富裕層です。これまでも高所得者層や

中高年層に訴求するプロモーションを実施して

きました。

今回、WOWOWでプロモーションを実施され
ましたが、その内容を教えていただけますか。
麓：Canon presents「映画を巡る旅」と題して、

10月/12月/3月/4月に映画枠の提供とミニ番

組を合わせて放送しました。ミニ番組では、著名

な写真家に「PowerShot G7 X」を持って映画

のロケ地を巡っていただき、そこで撮影した写真

を紹介しました。3/4月の展開では『スティング』

の舞台となったアメリカ・シカゴのユニオン駅や、

『ロッキー』の名シーンで有名なフィラデルフィア

美術館、『ボーン・アイデンティティー』が撮影され

た青い海と白い街並みが美しい観光地、ギリ

シャ・ミコノス島の3つの映画の舞台を訪れてい

ます。

この企画は新聞広告とも連動しており、ミニ番

「Mercedes-Benz Connection」のコン
セプトやターゲットを教えていただけますか。
小口：私たちメルセデス・ベンツは、新しい商品を

大量に投入し、お客様の幅を広げています。そ

の中で、今まで接点のなかったお客様にも私た

ちの商品との接点を持っていただきたいと考え、

2011年に「Mercedes-Benz Connection」を

オープンしました。

この施設はカフェやレストランと車の展示ス

ペースで構成されており、お客様の日常の中に

車が溶け込んでいるのが特徴です。ふと見ると

車が側にあるので、そこから車に興味を持って

いただければと考えています。また試乗いただく

こともできますので、さらに良さを理解していただ

くこともできます。

近年、若者の車離れが進んでいると言われ

ていますが、若い方も多数ご来店いただいてお

り、新しいお客様との出会いの場としてうまく機

能しています。こういった活動を通じて、メルセ

デス・ベンツを好きになっていただければと考え

ています。

スペースシャワーTVでプロモーションを実
施されたそうですが、その狙いを教えてくだ
さい。
小口：新しいお客様との出会いを作るという

「Mercedes-Benz Connection」のコンセプトに

対し、音楽はすごく相性の良いコンテンツです。

スペースシャワーTVは音楽への造詣が深く、世

の中をリードする放送局だと認識していましたの

で、一緒に組ませていただきました。

実際今回のプロモーションを通じて、既存の

お客様、新しいお客様ともに十分ご満足いただ

けたと思っています。さすがスペースシャワーTV

だなと感じています。

どのようなプロモーションを実施されたのか、
具体的な内容を教えていただけますか。
小口：メルセデス・ベンツのブランド発信拠点であ

る「Mercedes-Benz Connection」に清水翔太

さんをお迎えして、スペシャルライブを実施させて

組で撮影した写真を掲載しました。またWOWOW

が毎月発行しているプログラムガイドでも同様の

広告を掲載しています。

このように放送と紙媒体が同時に連動するこ

とで、「PowerShot G7 X」のパフォーマンスを

伝えることはもちろん、映画のロケ地の取材と重

ねあわせることで、「PowerShot G7 X」独自の

世界観を確立できたのではないかと思います。

WOWOWでプロモーションを実施された狙
いは、どのような点にあったのでしょうか。
麓：WOWOWはプレミアムチャンネルであり、たく

さんの高所得者層に視聴されているのが特長

です。また「WOWOWシネマ」という映画専門

チャンネルで、新作洋画邦画など多彩な映画を

24時間365日放送しており、映画ファンに支持

されているチャンネルでもあります。私たちのプロ

モーション展開と、WOWOWのコンテンツ、そし

て視聴者層との親和性が高かったことから、プ

ロモーションの実施を決定しました。

今回のプロモーションに対する感想や評価
を教えてください。

いただきました。メルセデス・ベンツの会員サイト

「My Mercedes」会員の方と、この施設の会員

プログラム「Mercedes. Connected」会員の方よ

り参加応募をいただき、抽選でご招待したので

すが、スペースシャワーTVからの告知で、新しい

お客様にも「My Mercedes」会員に登録いただ

いた上でご応募いただけました。

今回実施されたプロモーションに対する評
価はいかがですか。
小口：スペースシャワーTVと組ませていただいた

ことで、新しいお客様を多く「Mercedes-Benz 

Connection」にご案内することができました。ま

た新しいお客様、既存のお客様ともにスペシャ

ルライブを楽しんでいただき、その日を満足して

過ごしていただけたと思いますので、かなり良い

効果を得られたと認識しています。新たなお客

様との繋がりを作れたのと同時に、既存のお客

様ともより深い繋がりを持つことができました。

今回プロモーションを実施された中で感じた、
有料多チャンネル放送の魅力がございました

麓：今回のプロモーションではCMを放送するだ

けではなく、映画の冒頭でミニ番組も放送する

ことで、「映画を巡る旅」というフレームの中で

「PowerShot G7 X」の魅力を自然に伝えられ

たのではないかと思います。

カメラ購入の大きなきっかけとなる「旅行」を

テーマにし、さらに「映画」の世界に誘うことで

旅情と購買意欲をうまくかきたてられたかと思い

ます。また、『ローマの休日』や『ロッキー』など、

ターゲットである50～60代を意識した映画の選

定も良かったのではないかと思います。

有料多チャンネル放送の魅力や、今後期待さ
れること、実施してみたい企画などがござい
ましたら教えていただけますでしょうか。
麓：WOWOWとのプロモーションでは、279万人

という会員数や、高所得者層が多いというセグ

メントメディアとして魅力があると感じました。

今後、その特性と合致した新商品をリリース

することになった際には、またプロモーション企

画の実施を検討させていただきたいと考えてい

ます。

ら教えてください。
小口：有料多チャンネル放送の視聴者には、地

上波やBSの無料放送がある中で、あえてコンテ

ンツを自分から取りにいくアクティブな方が多い

と認識しています。そうしたアクティブな方 と々接

点を持つことは、さまざまなビジネスを展開する

中で、私たちにとって良い効果を得られますの

で、今後もいろいろな形でプロモーションしてい

ければと考えています。

コミュニケーション本部 宣伝企画部 麓 剛大 様 カスタマー・エクスペリエンス部 メルセデス・ベンツ コネクション マネージャー 小口 泰史 様

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 メルセデス・ベンツ日本株式会社

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2015」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/

新聞広告やWOWOWの番組ガイドにも展開
「Mercedes-Benz Connection」で清水翔太のスペシャルライブを実施
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広告事例 各チャンネルの専門性を活かして展開された広告事例を紹介します。
制作 …番組制作

クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

提供 …番組提供

キャン展 …キャンペーン展開

インフォ …CM（インフォマーシャル）制作

二次 …映像二次利用

イベント …イベント展開

その他 …その他

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2015」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/

各社

●展開商品：各種（映画、DVD、シャンパン他）

AXN

映画配給、飲料、食品他

AXNでは毎年1月中旬に米国ロサン

ゼルスで開かれる映画＆TVのアワード

「ゴールデングローブ賞授賞式」を放送。

“アカデミー賞の前哨戦”とも言われ、毎

年世界中でその結果が注目されており、

授賞式の知名度もこの数年で高まって

います。そんな授賞式の放送を記念して、

東京ミッドタウン内ビルボードライブ東京

にて<AXNゴールデングローブ賞スペシャルナイト>を毎年開催。

華やかなパーティー形式を取り入れ、AXN視聴者やイベントに協賛

いただいたクライアントを招待。授賞式の模様をこの日のためだけ

に編集し、それを観覧しながら、ディナー・ライブ・プレゼントコーナー

等さまざまなプログラムが楽しめるイベントとなっています。授賞式

に関わる各映画配給会社やDVD各社ほか、イベント中に楽しんで

いただくシャンパン他、演出として設置されるアロマキャンドル

etc...クライアントニーズをカスタマイズし、イベント内の台詞やプレ

ゼンテーションタイムを設けるなど、華やかなイベントの中で各クライ

アントのメッセージが参加者に伝わる工夫をしています。終了時の

お土産なども配布し、サンプリングすることでより深い実体験もして

いただくような放送と連動したAXNの名物企画となっています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

マレーシア政府観光局

●展開商品：誘致キャンペーン

AXNミステリー

観光局

ファミリーからシニア層まで旅

先として人気の高いマレーシア。

そんなマレーシアの魅力をビビット

に伝え、さらなる誘致とリピートを

高める目的でオリジナル番組

『Colors of Malaysia』を制作・

放映しました。

現地在住のレポーターを採用

し、地元の人でも知らないクアラ

ルンプール最新情報を紹介した

「RED」篇。アイランド・リゾート、

ペナン島とランカウイ島を紹介し

た「BLUE」篇。30分特番2本だ

けではなく、4分ショート再編集版

6本を放映しリーチを広げました。

放送後、視聴者に番組を追体

験してもらうモニター・キャンペー

ンを実施。モニター参加者には

現地での体験をもとに、視聴者目線でマレーシアの魅力をブログ形

式でレポートしていただきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

Z会

●展開商品：小学生コース　●広告会社：電通、電通東日本

囲碁・将棋チャンネル

教　育

囲碁・将棋チャンネルにてCMの

放送、そして日本で2番目に大きな

こども将棋大会「J:COM杯3月の

ライオン子ども将棋大会」にてブー

スの展開を行いました。

ターゲットは「教育」への関心が

高いM2・F2層。ブースでは、教材を

並べ実際に手に取れるようにし、ま

た簡単なアンケートを書くと豪華賞

品（将棋棋士の直筆サイン、将棋盤など）が抽選で当たるキャン

ペーンを実施。

親御さんの関心は高く、教材に関する質問、入会方法の問い合

わせも多数いただきました。肝心のアンケート回収率も非常に高

かったことから、広告主からはお褒めの言葉をいただきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

ビー・エム・ダブリュー

●展開商品：THE NEW MINI　●協力：駐日英国大使館、
英国政府観光庁、ヴァージン アトランティック航空、生活の木

イマジカBS

自動車

ビー・エム・ダブリューより、新しく発売された“THE NEW MINI”シ

リーズの販促・普及を狙い、イマジカBSで『英国映画のロケ地を訪

ねて』（全12話/ナレーター：常盤貴

子）を制作・放送、MINIイベント用の

映像も制作しました。

番組では、愛車“MINI“を相棒に、

英国の風光明媚な景観を背に駆け抜ける女性の一人旅を演出。イ

ギリスで誕生した世界的自動車ブランドMINIの、コンパクト（ヨーロッ

パの狭い道でも扱いやすい）な魅力を番組を通じて訴求しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

カルピス

●展開商品：グルコサミン
●広告会社：電通、電通ダイレクトフォース　●協力：和泉雅子事務局

映画・チャンネルNECO

食　品

映画会社・日活の運営するチャ

ンネルとして、カルピスの健康食品

「グルコサミン」の新しいCMに、

日活映画の往年の名女優「和泉

雅子」さんをキャスティングする企

画を提案させていただきました。和泉さんは1989年に北極点を目

指し、日本人女性としては初となる偉業を成し遂げた実績を持ち、ス

ポンサーであるカルピスの商材イメージに合ったいつまでも元気な

女性キャストとして採用されました。キャスティング採用により、カル

ピスのレギュラー出稿を展開していただきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

金氏高麗人参

●展開商品：神秘の健康力　●広告会社：ペン

映画・チャンネルNECO（レインボーチャンネル）

健康食品

吉沢明歩をメインキャストに据

え、中高年男性ターゲットに向け

て「高麗人参 神秘の健康力」

の活力をストレートにアピールす

ることを主眼としたCMを制作し

ました。代理店とキャスティング

を含めた「精力訴求」のインフォ

マーシャル制作という新しい分

野に挑戦。また業界初となるア

ダルトチャンネルでの広告出稿

を実現、ペイテレビ各社の出稿とあわせて横展開を致しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

各社

●展開商品：ゲーム各種・ゲーム周辺機器
●広告会社：電通 他　●協力：KADOKAWA 他

アニマックス

ゲーム、ゲーム周辺機器・サービス

「TV番組で唯一の、バラエ

ティー演出に偏らない、プロ

モーション・オリエンテッドの本

格的なゲーム情報番組を立

ち上げたい」という目標を掲げ、

2012年7月にゲーム情報番

組『ゲーム★マニアックス』がスタートしました。番組スタート当初か

ら、アスキーメディアワークス（現KADOKAWA）の電撃ゲーム編

集部にプロジェクトの主旨をご理解いただき、「ゲームの電撃」完全

監修の下に番組を制作しています。取り扱うゲームも、コンソール

系、アプリ系、オンライン系、それにゲーム周辺機器と多岐に渡って

います。

本プロジェクトは広告売上向上の他、ゲーム系企業との強固な

関係構築と彼らとの付き合いの中から生まれる新しいビジネス・シー

ズの発見に寄与してくれており、我々の新しいビジネス開拓にも大

きく貢献しています。2015年7月に番組が4年目に突入しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

カルビー

囲碁・将棋チャンネル

食　品

カルビーの大人気フルーツグラノーラ

「フルグラ」のインフォマ制作、講義形

式のイベント実施など、子ども・シニア

に向けて、将棋とコラボした長期的な

キャンペーンを展開しました。

キャンペーンのキーワードは“かむ”こ

と。よくかむことは「塩分摂取をおさえる」「脳の活性を促す」などの

効果があるため、将棋を趣味にしているシニア・子どもが「健康」で、

そして「将棋で勝つ」ために、かみごたえのある「フルグラ」を食生活

に取り入れてほしいという狙いがあります。

第１弾は、歯科医師による「かむ教室」を日本将棋連盟と連携し、

東京将棋会館で実施。「フルグラ」を噛みながら、噛むことがどうし

て大切なのか、親子連れ・シニアが学びました。この取り組みは

「NHK/おはよう日本」や「読売新聞」でも紹介されました。

第2弾は、日本将棋連盟と連携しながら、東京将棋会館と新宿

将棋センターにて、「置きグラ」を実施。フルグラ（試供品）を将棋道

場に常設し、シニア・子どもたちへ噛む習慣をつけてもらうという狙

いで展開しました。

「かむ教室」「置きグラ」の様子は撮影をし、30秒のインフォマー

シャルを制作し、囲碁・将棋チャンネルで放送しました。

●展開商品：フルグラ　●広告会社：エムスリー・カンパニー
●協力：ジェイツ・コンプレックス

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他
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広告事例 制作 …番組制作

クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

提供 …番組提供

キャン展 …キャンペーン展開

インフォ …CM（インフォマーシャル）制作

二次 …映像二次利用

イベント …イベント展開

その他 …その他

バンダイ

●展開商品：妖怪ウォッチ とりつきカードバトル

キッズステーション

玩　具

『妖怪ウォッチ』ジバニャンの

声優を起用した「ホビッチョ！」を

制作・放映。妖怪ウォッチ製作委

員会メンバーならではの制作機

能を活用した展開を実施しました。

また、イベントでの二次利用も行いました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

タカラトミー

●展開商品：トランスフォーマーシリーズ

ザ・シネマ

玩具製造販売

ザ・シネマの2014年の年末大

特集として、映画「トランスフォー

マー」シリーズの一挙放送を実施。

この「トランスフォーマー」玩具を

製造販売されているタカラトミー

から、CMのご出稿だけではなく、

「トランスフォーマー」シリーズの

玩具も、チャンネルプレゼントとし

て多数ご提供いただきました。

さらに一挙放送特集にあたり、

「トランスフォーマー」の歴史大事

典的な位置づけの特別番組を

制作し、ザ・シネマ公式ホーム

ページでも展開しました。この際

に、さまざまな資料や番組取材、

情報ご確認にタカラトミーにご協力をいただき、プレゼントについても

多数の視聴者から応募をいただきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2015」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/

各社

●展開商品：uP!!!、MUSIC UNLIMITED、
　ヘッドマウントディスプレイ　●広告会社：電通、各社

MUSIC ON! TV

情報通信、音楽配信サービス、電子機器

「リスアニ！L I V E - 5 」は、

2010年に創刊した雑誌「リス

アニ！」をきっかけに、Web、テレ

ビ番組、配信番組、トークイベン

トなど大小さまざまなコンテンツ

を展開している総合アニメ音楽

メディア“リスアニ！”の中でも、最も大規模なイベントです。2010年

にスタートし、5年目の今回も日本武道館2DAYS公演を2015年1

月24日・25日に開催、チケットは即日ソールドアウトで大盛況でした。

イベントチケットの販促キャンペーン利用、会場での映像上映や

フライヤーのサンプリング配布、クライアント特設Webでのオリジナ

ルコンテンツ展開、限定オリジナルグッズのプレゼントや、一部の

アーティストでのライブ映像の二次利用など、さまざまな展開を実施。

協賛各社の皆様のブランディング、販促キャンペーンにご活用いた

だきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

オークリージャパン

●展開商品：Radar EV
●広告会社：博報堂DYメディアパートナーズ

GAORA SPORTS

趣味・スポーツ用品

今春、オークリージャパンは、二刀流で注目を集める大谷翔平選

手を起用したCMを制作、北海道日本ハムファイターズの主催試合

を生中継しているGAORAでの出稿に至りました。

番組内パブリシティや商品露出で、訴求効果を高める広告プラ

ンをご提案。しかし、ローテーション投手である大谷選手の出場は、

前日に発表されるため実施日の設定に苦慮しました。

GAORAでは現地中継車、本社サブ機能を駆使することで、広

告内容を登板日に併

せて柔軟にスライドさ

せる体制を構築し、実

施に至りました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

オリエンタルバイオ

●展開商品：ラフィーネ・アルファ
●広告会社：メディアファイターズ

GAORA SPORTS

食　品

健康食品の通信販売を手掛けるオリエンタルバイオは、プロ野

球中継でのレスポンス強化を目的に通販CMの放送に加え、放送

番組内でのアド露出を実施しました。

出演者が座る放送席のバックボードに社名ロゴを掲載し、番組

内露出を実現、番組との親和性を強調。通販CMの前後では、バ

ナー広告風のCGを中継画像にオーバーラップ。商品への関心喚

起を図ったうえで

CMを放送しまし

た。展開の結果、

入電も増加した

ようで、好評をい

ただきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

第一興商

●展開商品：カラオケ「コート・ダジュール」　●協力会社：ヴァリック

MUSIC ON! TV

業務用カラオケ、飲食店舗、音楽ソフト

カラオケ「コート・ダジュール」

の来店・集客促進キャンペーン

として、150組300名限定の

完全招待制ライブを実施しまし

た 。2 0 1 5 年 4 月 2 1 日 、

s h i b u y a  d u o  M U S I C 

E X C H A N G Eにて「コート・ダジュール 

presen ts つるの剛士プレミアムライブ 

supported by LIVEDAM」を開催し、キャ

ンペーン応募総数は3万通を超えるプレミ

アムチケットとなりました。

ライブは特番としてオンエア。タレントとし

て、ボーカリストとして活躍するつるの剛士

をブッキングすることで、幅広い層からの応

募があり、新規顧客の獲得に貢献しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

ブランドUSA

●展開商品：アメリカ合衆国の観光　●広告会社：TAMARIBA

MTV

外国人旅行者誘致機構

アーティストや著名人自身が、影響を受けたア

メリカのスーパースター達の縁の地を巡りながら、

彼らの魅力や生き様を、さまざまな角度から自分

自身の手で紐解いていく特別番組「BACK TO 

THE ROOT presented by Discover 

America」を2015年1月から月1本30分番組

（リピート2回）としてスタートさせました。

記念すべき1回目は、天性の歌声とリズム感を持ち、コレオグラフ

やソングライティング、楽器も操るスーパーエンターテイナー三浦大

知が、マイケル・ジャクソン縁の地、ロサンゼルスを訪れた模様を2カ

月に渡ってオンエアしました。

3月・4月は、OKAMOTO’Sのボーカルを務めるオカモトショウが、

ジェームス・ブラウンの足跡を追ってジョージア州オーガスタを訪れ

た様子をオンエア。

5月・6月は、カリスマ的な人気を集める植野有砂がフロリダ州マ

イアミを訪れ、ダンスミュー

ジックとラテンポップという、

2つの音楽カルチャーを紐

解いていく模様をオンエアし

ました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

日本コロムビア

●展開商品：ニンテンドー3DSソフト
　「トーマスとあそんでおぼえることばとかずとABC」

海外アニメ！ カートゥーン ネットワーク

ゲームソフト

オンエア/オフエア/オンラインをフル

カバーした商品プロモーションを行いま

した。商品発売時期にスポットを集中

放送し、局主催のプレゼントキャンペー

ン協賛社として、テレビやWeb、スマー

トフォンにて大量露出を図りました。ま

た、カートゥーン ネットワークで放送中の

『きかんしゃトーマス』のミュージカルイ

ベントを東京・大阪・福岡で開催し、会

場内で実際にゲームソフトのプレイが

できるブースを設置。たくさんの子ども

たちに体験していただけました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他
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広告事例 制作 …番組制作

クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

提供 …番組提供

キャン展 …キャンペーン展開

インフォ …CM（インフォマーシャル）制作

二次 …映像二次利用

イベント …イベント展開
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CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2015」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/

ビー・エム・ダブリュー

●展開商品：BMW 7
●広告会社：博報堂DYメディアパートナーズ

ゴルフネットワーク

自動車

「ゴルファー層へのコミュニケーションをより一層強化したい」と考

えるクライアントが海外ツアーの冠スポンサーとなったことを契機に、

国内初となる全日程の独占生中継を実施。もともと日本国内での

知名度が高くなかったため、事前の番宣施策・専門誌とのコラボ

レーション展開から放送終了

後の観戦レポートまでを採り上

げる長期間展開で、大会認知

度・理解度の向上を図りまし

た。また、現地観光局とも協力

し、中継内でアクティビティを

番組リポーターが体験取材す

るなど、観光誘致要素を多く

取り入れることにより、視聴者

の興味喚起を行いました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

東京都 江戸東京博物館

●展開商品：施設紹介

CNNj

博物館

全国にホテルネットワークを持つCNNjが、年々増加傾向の外国

人観光客誘致に取り組んでいる江戸東京博物館の告知用CMを

制作・放送。外国人観光客を取り込みたいという江戸東京博物館

のニーズと、訪日外国人に対して直接的な訴求ができるCNNj独自

の強みがマッチしたことにより、実現しました。

制作したCMはCNNj内

での放送だけではなく、外

国人観光客に人気のある

「はとバスツアー」での車内

モニターでも放送し、江戸

東京博物館がターゲットと

していた訪日外国人に対し

て、より効率的に訴求する

ことができました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

トヨタマーケティング
ジャパン 等

●展開商品：ハイブリッド・ハリアー 他

スターチャンネル

自動車製造・販売等

スターチャンネルでは2014年10月、映画的な映像美を有する

CMを映画目線で厳選し番組として放送。トヨタマーケティングジャ

パン等各社から協力いただきCM素材を無料でお借りし「STAR 

CM セレクション」として放送、チャンネルホームページ、チャンネル

ガイド等にて広く告知。

短い尺でありながらその映像美やストーリーで人々の心を動かす

CMを素材そのままをお借りし5分～10分の枠に編集、視聴者に

「プレミアムなエンターテイ

メント映像」としてご紹介。

トヨタ自動車『ハイブリッ

ド・ハリアー 』以 外 に 、

CHANEL、Diorなどの国

内テレビ初放送作を含む

貴重なCM全14作品をス

ターチャンネルが独自にセ

レクトしました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

内閣府

●展開商品：日本PR　●広告会社：電通

CNNj

行政機関

2015年3月に開催された「第3回

国連防災世界会議」では、国連加

盟国193カ国から大統領クラスも含

めて要人が5,000人以上参加。来

日した要 人が 泊まる各ホテルに

CNNjが導入されていたことから、安

倍総理が出演するCMを国連防災

世界会議に参加する要人向けに放

送しました。

また、それに合わせて会場となった仙台では4つのホテル、計

1,000室超の客室内に政府広報誌「We are Tomodachi」を設

置したことで、CM放送と政

府広報誌という、映像媒体と

紙媒体の双方から各国要人

に訴求しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

さいたまクリテリウム実行委員会

J SPORTS

官公庁

埼玉県さいたま市

で開催された世界でも類をみない「ツー

ル・ド・フランス」の名を冠する自転車競

技イベント「2014ツール・ド・フランスさ

いたまクリテリウム」を、J:COMのコミュニティチャンネルと共同で生

中継しました。自転車レースの世界最高峰のレースである「ツール・

ド・フランス」などで活躍する世界トップクラスのサイクルロードレース

の選手たちの走りと10万人以上の観客の興奮を、国内・海外のサ

イクルロードレースを多数放送してきた実績を生かしたJ SPORTS

ならではの中継を行うことができ、全国の自転車ファンにご満足い

ただくことができました。

またこのレースの模様をサイクルロードレースでは初となる4Kで

収録。4K番組をNexTV-Fが運営する「Channel 4K」で配信をし、

レースのスピード感のみならず、４Kの特性を生かした高解像度シネ

マレンズで「ワイドな映像」と「観客目線に近い映像」からの撮影を

含めた圧倒的な臨場感をお伝えしました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

●展開商品：行政イベント促進
●広告会社：博報堂DYメディアパートナーズ
●協力：ジュピターテレコム、ジェイコムさいたま

エレクトロニック・アーツ

J SPORTS

ゲーム

J SPORTSが誇る人気サッカー

番組『デイリーサッカーニュース

Foot！』と世界中で大人気のサッ

カーゲーム「FIFA15」によるコラボレーションが実現。「TOKYO 

GAME SHOW2014」のエレクトロニック・アーツブースにてイング

ランドプレミアリーグと「FIFA15」をテーマにしたトークショー及び特

別番組『EA SPORTS presents デイリーサッカーニュース Foot！

特別版』の公開収録を実施。J SPORTSがトークショーの運営、

告知から集客まで全面的にバックアップしました。

また特別番組の放送のみならず、WEB用の動画も制作しクライ

アントサイトにて配信。「TOKYO GAME SHOW」におけるブース

の盛り上げだけでなく、多面的な展開を行うことでサッカーファンの

話題喚起を促すことができました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

●展開商品：FIFA15

米澤式健顔

●展開商品：美容施術

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

美　容

独自の美容法で女性シニア層に人気の「米澤式健顔」の知名

度アップ、健顔の良さを映像と

して幅広く広めたいというスポ

ンサーニーズのもと、シニア層

をターゲットにしたチャンネル銀

河で長尺のインフォマーシャル

（15分・5分）を制作・放送しま

した。

また、それらの映像をチャンネ

ル銀河公式YouTubeへアップ

し、放送を補完しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

大鵬薬品工業

●展開商品：ゼノール
●広告会社：ウォーターアンドエアークリエイティブアドバタイジング

ゴルフネットワーク

製　薬

商品の特徴である「関節、筋肉、肩・腰の痛みをとる」といった訴

求ポイントを効果的に発信するため、ゴルファーを多く含有する専

門チャンネルにてCM制作・スポット展開を実施。視聴者が親しみや

すいゴルフ場での一日を描

く中で使用方法、効果・効

能を表現しました。また、レ

ギュラー番組の出演者を

起用したことで、より強いコ

ラボレーション感の醸成と

話題喚起を行いました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他
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ブライト

●展開商品：カジノ・ヴィーナス

MONDO TV

レジャー施設

MONDO TVオリジナルの2分イ

ンフォマーシャル『掘り出しモンド！』に

て、お台場にあるカジノゲームの擬

似体験ができるアミューズメントス

ペース「カジノ・ヴィーナス」を紹介。

『掘り出しモンド！』は、MONDO TV

が視聴者向けのお勧め商品・サービ

スを紹介するという2分インフォマー

シャルで、スポンサーの担当者へのイ

ンタビューを中心にして構成していま

す。MONDO TVらしく、他ではなか

なか紹介されない商品・サービスを打

ち出せることで、スポンサーのニーズ

にお応えした事例です。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

壽屋

●展開商品：侍箸　●広告会社：塚元達彦事務所

ヒストリーチャンネルTM

趣味用品

ヒストリーチャンネルでは4月6日「城の日」にあわせて『特別企画：

日本の古城を巡る旅』を、また5月には『特集：大坂夏の陣から400

年～真田幸村 最後の戦い』を放送。これらと親和性の高い壽屋

の商品「侍箸」のスポットを制作し、特集番組に集中してCMを投

下。CMは侍箸の公式WEBサイトや店頭、イベント会場などでも使

用いただき、相乗効果を図

りました。

また、壽屋オリジナル制

作によるヒストリーチャンネ

ルロゴ入り箸置きをつけた

「侍箸プレゼントキャンペー

ン」も同時展開。城・戦国

時代をテーマに、商品と放

送を連動させた企画ができ

ました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

リヴィール
エンタテインメント

●展開商品：横浜見聞伝スター☆ジャン

ファミリー劇場

エンタメ

横浜のご当地ヒーロー「横浜見聞伝

スター☆ジャン」の全国への認知度アッ

プを狙い、「スター☆ジャン」の特撮番組

をファミリー劇場で編成し、放送しました。

ファミリー劇場では、番宣制作や放送

を記念したDVDのプレゼントキャンペー

ン、SNSでの盛り上げ施策を実施し、視

聴への導入を図りました。本編内では

「スター☆ジャン」が地元横浜の企業へ

訪れ、企業・商品紹介を行うオ

リジナルCMを放送しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

富士重工業

●展開商品：レガシィ（LEGACY B4、LEGACY OUTBACK）
●広告会社：電通

ディスカバリーチャンネル

自動車

2014年10月にローンチした

新型レガシィのキャンペーンを全

面タイアップ。開発者による商

品の紹介インタビューや、新レガ

シィが提供するライフスタイルを

描くドキュメンタリーなど計４作

品のミニ番組を制作・放送。また、

ミニ番 組 撮 影をもとにC M 、

Web用、販促用の動画コンテン

ツやスチールなど、さまざまなコン

テンツを展開し、活用していただ

きました。好評を得て、2015年6月には夏バージョンの制作・放送、

展開を実施しています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

マルカイコーポレーション

●展開商品：ZIPPO　●広告会社：バッカス

スペースシャワーTV

商　社

アーティストコラボレーションモデルZIPPOの制作企画と、クライア

ントがコラボレーションするミュージックビデオ「CMV」（Collaborated 

Music Video）企画を行いました。2013年12月にThe Birthday、

2014年8月にSiM、12月にTHE BAWDIES、2015年2月に

ONE OK ROCKと、継続的にコラボレーションを実施。コラボモデ

ルZIPPOはアーティストのオフィシャルグッズにラインアップし、アー

ティストとスペースシャワーTVの双方から告知を行い、マーチャンダ

イズ（MD）企画として好評を博しました。また、スペースシャワーTV

最大の音楽イベント「SWEET LOVE SHOWER 2015」でもブー

スを設置して、来場者への

ZIPPOデザインの募集やミ

サンガ制 作などのワーク

ショップを展開し、ダイレクト

なプロモーションを実施しま

した。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

湯峡の響き 優彩

●展開商品：宿泊　●広告会社：JTB商事

旅チャンネル

旅館業

J:COMコミュニティチャンネルで放送中、旅館での過ごし方、大

人の旅をご提案する旅番組『大人旅スタイル』をJ:COMと共同

セールス。旅チャンネルが番組制作協力を行い、旅行好きの視聴

者が多い旅チャンネルでも放送しました。また、静止画のみで構成

をする60秒インフォマーシャル「一宿旅だより」も制作・放送。

旅チャンネルのホームページで、アンケート付きのプレゼントキャ

ンペーンを行うことで、CM認知、またCM視聴後の行動について

フィードバック。さらに旅チャンネルがおすすめする厳選宿予約サイト

「旅宿セレクション」にも60秒CMを

掲載しています。

また、「一宿旅だより」は二次利用

可能な素材としてデータでお客様に

お渡しして、お宿のモニターで放映す

るなど、多角的な展開を実施しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他
●展開商品：ポカリスエット　●広告会社：電通
●協力：宇宙航空研究開発機構（JAXA）、ドリル、朝日学生新聞社

ナショナル ジオグラフィック チャンネル

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

大　製薬がポカリスエットと子ども

たちの夢を書いたプレートを月に届ける

「ルナ ドリームカプセル プロジェクト」

の一環として、ナショジオの宇宙関連

番組を教材として活用した「ナショジ

オ授業 宇宙と未来」を全国17都市

の小学校で実施。山崎直子宇宙飛

行士やJAXA職員の方が講師として

登場し、ナショジオの番組を見ながら

宇宙や月について解説。イベント後

半には、大　製薬がポカリスエットと

ルナ・プロジェクトを紹介しました。

参加した子供たちには宇宙に届ける「将来の夢」を書いてもらい、

オンエアでは『ナショジオ 宇宙アワー』の番組提供ほか、イベントの

模様を伝えるミニ番組『ナショジオNEWS』を90秒×1タイプ、180

秒×1タイプ制作＆オンエアしました。

医療・食品

イオンモール/米久

●展開商品：イオンモール/御殿場高原あらびきポーク
●広告会社：電通

日本映画専門チャンネル

不動産業/食肉・加工品

ももいろクローバーZが出演す

る本格青春映画「幕が上がる」

応援企画として、チャンネルオリジ

ナル番組「ももいろ演出論」や青

春映画など公開記念特集を編成、

また、ももいろクローバーZが出演

するステーションIDを13パターン

制作・放送しました。

「幕が上がる」とタイアップキャ

ンペーンを実施したイオンモールと

米久のCMを放送し、スポンサー

商品、映画作品、チャンネルそれ

ぞれの魅力を喚起した企画とな

りました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他
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制作 …番組制作

クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

提供 …番組提供

キャン展 …キャンペーン展開

インフォ …CM（インフォマーシャル）制作

二次 …映像二次利用

イベント …イベント展開

その他 …その他広告事例

ケベック・メープル
製品生産者協会

●展開商品：カナダ産メープル製品

FOX

食　品

ケベック・メープル製品生産

者協会は、カナダ産メープルシ

ロップに運動能力を高める栄養

素が含まれていることから、その

一環として「FOX Beauty ラン

ニング」に協賛実施。イベント内

でのブース展開、全参加者への

商品サンプリングを行いました。

イベントに合わせて、30秒の

インフォマーシャルと『 F O X 

Beauty』90秒×1タイプをイベ

ント事後レポートとして制作し、オ

ンエアしました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

FCAジャパン

●展開商品：アルファ ロメオ
●広告会社：シバンズ　●協力：映像産業振興機構（VIPO）

ムービープラス

自動車

「I WANT ALFA ROMEO, I LOVE CINEMA」というプロジェ

クトを立ち上げ、歴代のアルファ ロメオが登場する名作映画を振り

返りながら、8名の若手監督がアルファ ロメオのプレイスメントされ

た完全オリジナルショートムー

ビーを制作。順次同社ブランド

サイトで公開した後、8作品の

中からグランプリを決定するア

ワードイベントを開催しました。イ

ベントゲストにブランドアンバサ

ダーである女優の長澤まさみさ

んが登場し、トークショーも実施。

一連の流れをムービープラスで

番組化しオンエアした後、同社

サイトでも二次利用しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

ゲラン

●展開商品：アベイユ ロイヤル マイクロ アクティブ セロム
●広告会社：グループエム・ジャパン

ムービープラス

化粧品・香水

ゲランのエイジングケア美容液「アベイユ ロイヤル マイクロ ア

クティブ セロム」の新発売を記念して、“女性の美的好奇心をくすぐ

る”複合展開を実施しました。

ムービープラスでの女性向け映画

特集編成への冠提供、及びゲランが

フランスのブランドであることにちなみ、

南フランスが舞台の新作映画「マジッ

ク・イン・ムーンライト」（ウディ・アレン監

督、コリン・ファース/エマ・ストーン主

演）女性限定試写会への特別協賛を

いただきました。試写会は、そごう横浜

店「シーガルシアター」の一環として開

催。ホワイエでのトライアルから、そごう

店内のゲランカウンターへの誘導を図

るなど、百貨店との連動展開も好評を

博しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

東京テアトル

●展開商品：映画「西遊記 ～はじまりのはじまり～」

FOXムービー プレミアム

映画配給

映画チャンネルFOXムー

ビー プレミアムにて、新作映

画「西遊記 ～はじまりのはじ

まり～」公開に合わせ、「少林

サッカー」「カンフーハッスル」

のチャウ・シンチー監督の独占

インタビューを行い、『西遊記 

～はじまりのはじまり～とんで

もね～!公開記念特番』を制

作してオンエア。映画好き視

聴者へ本作品の魅力と舞台

裏秘話を存分に紹介し、公開

前プロモーションとして展開し

ました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

広告会社の声 広告会社が抱いているCS/BSペイテレビ広告の魅力や
今後の展望などを紹介します。

ペイテレビが優良メディアであることの説得力を高める

今と次世代の狭間で

約3年間の海外赴任からCS/BSペイテレ
ビ業界にこの程戻ってまいりましたが、3年前
と比べ、ペイテレビ市場が拡大していないこと
に危機感を持ちました。一方で成長著しい動
画配信サービス、そして4K/8Kといった次世
代放送サービスへの参入を進めている事業者
もあり、新たな可能性を感じました。そして、さら
なる成長に向けて大切になるのが、CS/BS
ペイテレビのデータ強化ではないかと考えてい
ます。

言うまでもありませんが、CS/BSペイテレビ
はテーマに沿った専門性を有し、視聴者属性
がはっきりとしたターゲットメディアです。そして
ペイテレビである性格上、視聴者は契約してい
るチャンネルに高いロイヤリティを持ち、積極的
な視聴態度で向き合います。アドバタイザーに
とって、この視聴者のチャンネルに対する高い
ロイヤリティは大きな魅力と成り得ます。今日で
はアドバタイザーが自社のキャンペーンでその
商材のターゲットが獲得できるチャンネルを使

ペイテレビは、こだわりの番組を制作・編成し
ているのが特長です。また、視聴者もこのこだ
わりの番組を能動的に接触しています。つまり、
ペイテレビは、優良なターゲティングメディアで
あるということができます。広告主にとっては、と
ても使い勝手の良いメディアだと思います。し
かし、今のペイテレビは、数百万世帯以上もの
優良顧客を持つターゲティングメディアである
ことの説得力に欠けているようにみえます。説
得力を増すために、機械式ペイテレビ接触率

い、コミュニケーションを図ることはごくごく当た
り前になりました。

一方で4K/８K、スマートテレビと言った、次
世代放送サービスが始まろうとしています。つ
いこの前、地デジ化が完了したと思っていたら、
2020年に向かってさらに新しいうねりが押し
寄せてきます。技術革新は人間の進化を待っ
てくれません。そして我々は戸惑いながらも、そ
のうねりを享受して行くのでしょう。来たるべき
次世代放送はどのように変革して行くのか、そ

調査データの整備を
進め、広告主に役立
つメディアであること
を立証する仕組みを
作ることが大切です。

ペイテレビ広告のさらなる拡大、新BtoC領
域への挑戦に向けて、私たちからもたくさんの
提案を行い、皆さんと一緒に取り組んでいきた
いと思います。

してCS/BSペイテレ
ビはどのように向き
合って行くのか、さら
に我々はそこにどの
ような新しいビジネスチャンスを見つけて商材
化して行くのか。戸惑いつつもワクワクした気
持ちを感じながら、私もそのうねりに身を投じて
行きたいと思います。

杉本 将氏

菅野 理介氏

中長期的な視点でのデータ整備で、価値を更に向上

現在、各媒体毎に、基礎的な情報や広告
効果指標等の業界統一データの整備が進ん
でいます。これは、媒体社毎に異なる調査の対
象者抽出方法・仕様で取得していた情報を、 
統一条件下で取得した情報にして管理するこ
とで、客観的で信頼性の高い「正しい」データ
の提供を狙ったものです。機械式ペイテレビ接
触率調査データも、そのひとつです。

一方、情報取得デバイス・方法の多様化や、
商品の購買行動促進のための緻密なクロスメ

ディア戦略構築等への需要に対応するため
に、媒体接触・意識から商品購買履歴までの
行動を網羅する、情報のシングルソース化へ
の試みも進んでいます。

各媒体毎の業界統一指標データの整備は、
大変、重要なことですが、その情報は、主に各
媒体の中でのビークルや広告フォーマットの相
対比較等のために有効なデータであり、媒体
の垣根を超えたデータ整備の大きな潮流の中
では、更なる開発の余地がある情報であると考

えています。
業界統一指標デー

タの整備を最終目的
にするのではなく、中
長期的な視点で、その一歩先の次世代型コ
ミュニケーション戦略の基盤となるべきシング
ルソース・データや他媒体との統合されたデー
タの整備に移行していくことを見据えて、皆様
と共に、ペイテレビのデータ整備を推進してい
きたいと思います。

佐藤 万葉氏

CAB-J 検 索「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2015」の一部は、CAB-Jホームページでご覧いただけます。 http://www.cab-j.org/

株式会社電通 ラジオテレビ局 ペイテレビ事業部長

株式会社アサツーディ・ケイ 衛星テレビ局局長

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ データドリブンメディアマーケティングセンター メディア・コンテンツマーケティング部


