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平素は衛星テレビ広告協議会（CAB-J）及び会員各社に格別

のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

CAB-J集計の2016年度広告総売上は、3年ぶりに前年実績を

上回り前年比100.8%の209.5億円となりました。健康食品、基礎化

粧品などの通販系広告の伸長に加えて、IT系、飲料、薬品広告の

拡大などにより5年連続で200億円台の売り上げを達成することが

できました。これも長年にわたるアドバタイザー・広告会社の皆様のお

力添えのおかげと、深く御礼申し上げます。

この度、本年度のメディアデータブックをお届けできる運びとなりま

した。

視聴契約件数が伸び悩みを見せる中、様々な動画配信サービス

の立ち上げ、録画再生などによるタイムシフトの増加、更には若年層

だけにとどまらず中高年層においてもスマホシフトが進んでいることを

背景として、人々のメディア接触時間におけるスマートフォン、タブレッ

トのシェアの拡大など、テレビメディアを取り巻く環境は厳しさを増して

いると言わざるを得ません。また、広告市場においても、インターネット

広告が2014年以降2桁成長を続けるなど、スマートフォン向けを中心

にインターネットシフトが継続しています。

上記の通り、メディア間の競争が厳しさを増す状況でありますが、

様々なジャンルに特化した専門性の高い番組を制作・編成し、視聴

者属性が明確なターゲットメディアであり、プライベートメディアとしての

側面も強いCS/BSペイテレビは、例えばテレビとスマートフォンやタブ

レットなどとの連動やリニア放送と動画配信の組み合わせ、更にはイ

ベント展開との組み合わせなど、ありとあらゆる工夫を凝らした広告

企画を通じて売り上げを拡大させる機会が到来したともいえます。

我々は、今まさに斬新な企画力で新しい価値を創造し、ビジネスを拡

大することが求められているのだと考えております。

この様な環境下、私たちは、会員各社の意識改革、CS/BSペイ

テレビ広告の啓蒙を絶えず行いながら、「機械式ペイテレビ接触率

調査」の整備拡充を通じて得られるデータをあらゆる角度から分析

し、わかり易くかつ実効性の高い情報としてアドバタイザーの皆様に

ご提供・ご提案をして参ります。

アドバタイザー・広告会社の皆様に

おかれましては、我々CAB-Jに対しま

して、一層のご支援とご鞭撻を賜わり

ます様よろしくお願い申し上げます。

衛星テレビ広告協議会（CAB-J）には、バラエティ豊かな68の専門チャンネルが参加しています。

2017年10月吉日

衛星テレビ広告協議会（CAB-J） 会長

滝山 正夫
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視聴方法は3つ＝DTH、ケーブルテレビ、IPTV

CS/BSペイテレビとは、その名称通り「料金を
支払って視聴する、CSおよびBSテレビ放送の
総称」です。CSはCommunication Satellite

（通信衛星）、BSはBroadcasting Satellite（放
送衛星）の略で、現在CS3機（JCSAT-3A、4B、
110A）、BS1機（BSAT）の計4機の衛星を使っ
て、合計240チャンネル程度放送されています。

いうまでもなく、地上波（地デジ）や無料の民放
系BSデジタル放送とは異なるものです（NHKは
受信料を支払って視聴しますが、ここではペイテ
レビのカテゴリーに属さないものとします）。2011
年に開始されたBSでの有料放送（約20チャン
ネル）は、その大半がCSデジタル放送事業者に
よる専門チャンネルのため、それらを含めて「CS/
BSペイテレビ」と称されるようになりました。

衛星テレビ広告協議会（以下CAB-J）は、これ
らCS/BSペイテレビの広告価値向上と利用促
進等を目的に活動しており、当初は有料CS放送
のチャンネルのみで構成されていましたが、2010

CS/BSペイテレビを視聴する方法を説明しま
しょう。大きく分けて、次の3つの方法があります
（上図参照）。
（1）DTH（Direct To Home/直接受信） 

専用のパラボラアンテナを設置し、スカパー！
やWOWOWと直接契約して視聴します。

また、スカパー！には2つのサービスがあり、それ
ぞれ単チャンネルやパック・セットから選択できます。
◆スカパー！サービス、WOWOWの場合：

110度BS/CSアンテナ（WOWOWのみの場
合はBSアンテナも可）をデジタルテレビ（3波共

用）につないで視聴します。
◆スカパー！プレミアムサービスの場合：

専用のCSアンテナとチューナーを設置して視
聴します。なお、4Kチャンネルは、この「スカパー！
プレミアムサービス」で放送されています。

（2）ケーブルテレビ（CATV）
全国に400局以上ある、多チャンネル放送

サービスを提供しているケーブルテレビ局と契約
して視聴します。地上波・BS・CS、そして自主制
作のコミチャン等を1本のケーブルで直接各家庭
へ届けるうえ、インターネットや電話サービスも加

式で日本初のCSデジタル放送「パーフェクTV！
（スカパー！の前身）」が始まりました。当初はSD
（標準画質）でしたが、2008年からはHD（高精
細度）による「スカパー！HD」がスタート。2012
年10月からH.264方式を採用してさらにデジタ
ル圧縮効率を上げ、HD化・多チャンネル化を進
めてきました。

そして2014年5月末をもってMPEG-2による
SDの多チャンネル放送が終了し、その空いた帯
域で、同年6月からHDの約4倍高画質である4K
試験放送「Channel 4K」が始まりました。この
試験放送を経て、2015年3月１日にはスカパー！
プレミアムサービスで2つの4Kチャンネル「スカ
パー！4K総合」「スカパー！4K映画」が開局し、さ
らに2016年5月には「スカパー！4K体験」が開
局、10月からは同チャンネルで4K HDR放送も
始まりました（表1参照）。

そのほか、ケーブルテレビでは2015年12月1
日に「ケーブル4K」が開局し、各ケーブルテレビ
局が制作した4K番組が1チャンネルに編成され
て、全国のケーブル局へ配信されています。

IPTVの「ひかりTV」は2014年10月から4Kコ
ンテンツのVODサービスを開始、2015年11月
からは4K HDRコンテンツのVODサービスと
4K-IP放送を開始しています。

さらに2018年12月には、BS/110度CSを
使った4K・8K実用放送が開始予定となっていま
す（表2参照）。この4K・8K実用放送開始を機
に、4K・8K放送チューナー内蔵テレビやSTBが
市場に登場し、家庭内での4K・8Kテレビ視聴が
本格普及すると期待されています。

このような高画質化への取り組みは、総務省
により整備された「4K・8K推進のためのロード
マップ」に基づくもので、CS/BSペイテレビは、
2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け
て注目が集まる超高精細度テレビジョン放送の
牽引役としても大いに期待されています。

超高画質化が国の方針として進められる一方、
「Hulu」「Amazon Prime Video」「Netflix」
「DAZN」といった海外発の大手OTT（Over 
The Top）サービスや、「NHKオンデマンド」

「TVer」「FOD」「AbemaTV」といった国内の

ネット動画配信サービスが始まり、PCやスマート
フォン、タブレットで「見たいコンテンツを/見たい
デバイスで/見たい時に楽しめる」ライブ配信
サービスやオンデマンドサービスが本格普及しは
じめています。

CS/BSペイテレビは、本稿の「視聴方法」で
解説している通り、DTH、ケーブルテレビ、IPTV
と3つのプラットフォームのいずれかに加入して、
テレビで視聴するものですが、前述のような視聴

ニーズの変化に応えるべく、ネット配信にも積極
的に着手しています。

スカパー！が2011年から開始した「スカパー！
オンデマンド」では、CS/BSペイテレビが番組単
位で視聴できるようになっており、2016年からは
IPリニア配信が開始され、チャンネル単位でもマ
ルチデバイス視聴できるようになっています（*）。
また、CS/BSペイテレビのなかには、放送事業者
自らが自社サイトやアプリで、オンデマンド＆マル

チデバイス視聴できるサービスも展開しています。
CS/BSペイテレビは、深堀りした専門性やオリ

ジナル制作、こだわりの編成など魅力的なコンテ
ンツの提供に努め、また、たえまない技術革新と
市場ニーズの変化に迅速に応え、常に他のメ
ディアの一歩先を歩んできました。これからも時
代のトップランナーとして、より美しく、より楽しく、
人 を々魅了するコンテンツやサービスの提供が
期待されています。

えたトリプルプレイを提供しています。さらには、
MVNOによる携帯電話、電力・ガス小売、スマー
トホーム等、さまざまなサービスを展開しています。
（3）IPTV

IPTV事業者の「ひかりTV」（NTTぷらら）や
「auひかりテレビサービス」（KDDI）、「BBTV」等
が、インターネット経由で多チャンネル放送サービ
スやVODサービスを提供しています。各IPTV事
業者と契約し、専用のSTB（Set Top Box）とテレ
ビを接続して視聴します。

（注）ケーブルテレビもIPTVも、チャンネル数は事業者によって異なります。

DTH （直接受信）

東経110度

スカパー！、WOWOW

110度CS対応BSアンテナを設置し、
デジタルテレビ（3波共用受信対応）につないで視聴する

約70ch放送

JCSAT-110A BSAT
PCやスマホ
タブレットでも
視聴できる

東経124度 東経128度

スカパー！プレミアムサービス

   CSアンテナ（JCSAT-3およびJCSAT-4受信）を設置し、
スカパー!プレミアム対応チューナーとつないで視聴する

JCSAT-4B JCSAT-3A

約160ch放送

ケーブルテレビ（J:COM、イッツコムなど）

地元のケーブルテレビ局と契約。
ケーブルSTBとテレビをつないで視聴する

約40～100ch放送

○△ケーブル

IPTV（ひかりTV、auひかりテレビなど）

各IPTV事業者と契約。
専用のSTBやスティックとテレビをつないで視聴する

約40～150ch放送

ひかり○△

CS/BSペイテレビは常に時代のトップランナーです

■ 表１：SD・HD・4K・8Kとは

■ 表２：BS/東経110度CSにおける4K・8K実用放送の認定放送事業者

解像度

SD 約32万画素 720×480＝345,600

2K（HD） 約200万画素 1,920×1,080＝2,073,600

4K 約800万画素 3,840×2,160＝8,294,400 2Kの4倍

8K 約3,300万画素 7,680×4,320＝33,177,600 2Kの16倍

CS/BSペイテレビの基礎解説

BS右旋
放送事業者名 チャンネル名 周波数 種別 放送開始予定日

（株）ビーエス朝日 BS朝日 7ch 4K 2018年12月1日
（株）BSジャパン BSジャパン 7ch 4K 2018年12月1日
（株）BS日本 BS日テレ 7ch 4K 2019年12月1日
日本放送協会 NHK SHV 4K 17ch 4K 2018年12月1日

（株）BS-TBS BS-TBS 4K 17ch 4K 2018年12月1日
（株）ビーエスフジ BSフジ 17ch 4K 2018年12月1日

BS左旋
SCサテライト放送（株） ショップチャンネル 8ch 4K 2018年12月1日

（株）QVCサテライト QVC 8ch 4K 2018年12月31日
（株）東北新社 映画エンタテインメントチャンネル 8ch 4K 2018年12月1日
（株）WOWOW WOWOW 12ch 4K 2020年12月1日
日本放送協会 NHK SHV 8K 14ch 8K 2018年12月1日

東経110度CS左旋

（株）スカパー・ 
エンターテイメント 

スカチャン4K 1 9ch 4K 2018年12月1日
スカチャン4K 2 9ch 4K 2018年12月1日
スカチャン4K 3 11ch 4K 2018年12月1日
スカチャン4K 4 11ch 4K 2018年12月1日
スカチャン4K 5 19ch 4K 2018年12月1日
スカチャン4K 6 19ch 4K 2018年12月1日
スカチャン4K 7 21ch 4K 2018年12月1日
スカチャン4K 8 23ch 4K 2018年12月1日

年以降は有料BS放送のチャンネルも加わり、現
在68チャンネルで構成されています。

CS/BSペイテレビはDTH（アンテナによる直
接受信）やケーブルテレビ、IPTV等で視聴でき、
現在、日本の総世帯数の25.8％に当たる1,381
万世帯（2017年６月末現在）に普及しています

（P6参照）。有料放送で専門性の高いチャンネ
ルが多いことから、視聴者ターゲットが明確で、
富裕層に支持され、アクティブな視聴者が多い
のが特長です。

CSペイテレビは、1989年にCSを利用して
ケーブルテレビ向けに専門チャンネルを配信した
のが、その始まりです。その後、1992年にCSア
ナログ放送が開始、1996年からはMPEG-2方

CSアナログ放送からデジタル放送へ
SDからHD、そして4K・8K HDRへ

オンデマンド、IPリニア配信で
マルチデバイス視聴へ

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索

（*）IPリニア配信は、許諾を取った番組、広告等でチャンネル編成を行なっ
ています。
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CS/BSペイテレビの普及状況

※ 都道府県別世帯数は、「平成27年国勢調査」の結果（総世帯数）を基にしております。

北海道 2,444,810 468,154 19.1%
青　森 510,945 102,645 20.1%
岩　手 493,049 93,678 19.0%
宮　城 944,720 195,320 20.7%
秋　田 388,560 88,429 22.8%
山　形 393,396 66,458 16.9%
福　島 737,598 115,403 15.6%
茨　城 1,124,349 217,710 19.4%
栃　木 763,097 157,715 20.7%
群　馬 773,952 107,534 13.9%
埼　玉 2,971,659 805,177 27.1%
東　京 6,701,122 1,997,019 29.8%
千　葉 2,609,132 778,401 29.8%
神奈川 3,979,278 1,198,243 30.1%
山　梨 330,976 42,729 12.9%
新　潟 848,150 167,838 19.8%

長　野 807,108 271,066 33.6%
静　岡 1,429,600 337,353 23.6%
愛　知 3,063,833 698,758 22.8%
三　重 720,292 256,724 35.6%
岐　阜 753,212 142,176 18.9%
富　山 391,171 165,596 42.3%
石　川 453,368 106,536 23.5%
福　井 279,687 201,387 72.0%
滋　賀 537,550 79,271 14.7%
和歌山 392,332 78,983 20.1%
京　都 1,152,902 199,006 17.3%
大　阪 3,923,887 1,437,708 36.6%
兵　庫 2,315,200 463,687 20.0%
奈　良 530,221 132,882 25.1%
鳥　取 216,894 89,774 41.4%
島　根 265,008 72,932 27.5%

岡　山 772,977 222,195 28.7%
広　島 1,211,425 282,311 23.3%
山　口 598,834 150,789 25.2%
徳　島 305,754 79,978 26.2%
香　川 398,551 91,358 22.9%
愛　媛 591,972 157,500 26.6%
高　知 319,011 77,784 24.4%
福　岡 2,201,037 496,637 22.6%
佐　賀 302,109 56,439 18.7%
長　崎 560,720 166,313 29.7%
熊　本 704,730 156,746 22.2%
大　分 486,535 160,710 33.0%
宮　崎 462,858 194,040 41.9%
鹿児島 724,690 106,042 14.6%
沖　縄 560,424 78,943 14.1%
合　計 53,448,685 13,814,077 25.8%
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CS/BSペイテレビの加入世帯数と普及率の推移

CS/BSペイテレビの普及状況

都道府県別加入状況

2016年度にCS/BSペイテレビに広告出稿した業種は、アドバタイザー数の多い順に「食品」「化粧品・トイレタリー」「趣味・スポーツ用品」「交通・レジャー」
「流通・小売業」と昨年と同順位となりました。アドバタイザー数は年々増加傾向にあり、特に「食品」「流通・小売業」「精密機器・事務用品」に顕著な伸びが
見受けられます。また、1アドバタイザーが出稿する平均チャンネル数は4.3チャンネルとなりました。中でも1アドバタイザー当たりの出稿チャンネル数が多
かったのは「流通・小売業」で平均7.6チャンネル、「食品」で平均6.6チャンネルと、多くのチャンネルに出稿する傾向が見られます。
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ニュース

映　画

音　楽

ドキュメンタリー

ドラマ

総合エンターテイメント

スポーツ

アニメ

趣味･娯楽・教育・教養

※調査期間：四半期ごとに出稿のある広告主名を各チャンネルにアンケート実施。　※調査期間：2016年4月～2017年3月（1年間）
※業種分類は（株）電通「日本の広告費」参照　※CAB-J調べ

広告出稿調査CS/BSペイテレビの普及状況 ジャンル別
2016年度出稿調査業種構成比

CAB-J会員各チャンネルのオススメ番組や視聴可能世帯数、担当連絡先などの情報と、
接触率リリースや各種セミナー等CAB-J活動に関する情報を提供しております。

ペイテレビ広告のことが知りたい時は CAB-J 検 索

「CS/BSペイテレビメディアデータブック2017」は、CAB-Jホームページ内での
閲覧とダウンロードができます。また、CAB-Jメールマガジンも発行中です。
メルマガのお申込みはCAB-J事務局までどうぞ。

CAB-J ホームページ http://www.cab-j.org/
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2017年6月から一部ケーブルテレビ局の
選択制セットパッケージも集計

2015年1月から
WOWOW加入者も集計

■東北 661,932世帯（19.1%）

■北海道 468,154世帯（19.1%）

■東海 1,435,011世帯（24.0%）

■近畿 2,391,537世帯（27.0%）■四国

406,620世帯（25.2%）

■甲信越 481,634世帯（24.2%）

■北陸 473,519世帯（42.1%）

■中国 818,002世帯（26.7%）

■九州･沖縄 1,415,870世帯（23.6%）

●DTH（スカパー!）加入数→3,230,213世帯 スカパーJSAT株式会社発表
●ケーブルテレビ加入数→6,849,800世帯 衛星テレビ広告協議会(CAB-J)調べ
●IPTV他加入数→931,784世帯 一般社団法人衛星放送協会調べ
●WOWOW加入数→2,802,280世帯 株式会社WOWOW発表

合計 13,814,077世帯

総加入

1,381万世帯
普及率25.8%
（2017年6月末現在）

■関東 5,261,798世帯（27.8%）

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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企業と来場者を
リアルなコミュニュケーションで結ぶ

「auスマートパス」、エンタメ情報サイト
「uP!!!」の具体的なサービス内容を教えてく
ださい。
宮地：「auスマートパス」は、スマートフォンのお客

様向けにスマホを簡単・便利に使える会員サー

ビスで、2012年3月にスタートしました。2012年

当時、スマホアプリは1つ300円などで購入され

ていましたが、それを月額390円で取り放題にし

て、お客様に好きなだけ使っていただこうという

のが、そもそもの成り立ちです。

その後、スマホ画面が割れたときの修理保証

など、さまざまなサービスをつけていきましたが、デ

ジタルコンテンツだけではなく、音楽や映画、ライ

ブといったエンタメをお得に楽しんでいただくべく、

新たにぴあ（株）と共同で手掛けたのが「uP!!!」

です。

「uP!!!」という、いわばauスマートパスご加入

者向けの“特典”をさらに強化するため、音楽ラ

イブなどのイベントに出資や協賛をしています。

その筆頭がスペースシャワーTVの大型野外

フェス『SPACE SHOWER SWEET LOVE 

SHOWER』（以下SLS）です。

「uP!!!」のユーザー層は、ほぼスマホのユー

ザー層と同様の構成で、20代から

始まり30代～40代がピークとなって

いますが、「SLS」でのプロモーション

によって20代が増えつつあると実感

しています。

「SLS」で実施されたプロモー
ションの内容についてお聞かせく
ださい。
宮地：「SLS」というビッグコンテンツ

に協賛させていただき、auスマート

パス会員様を「SLS」にご招待する、

「uP!!!」先行でチケットを購入できるなど、会員

様限定のサービス特典を提供しました。

「SLS」会場内では「uP!!!」のブースを設置し、

auスマホの充電コーナーを設けたほか、auユー

ザー以外のお客様にもアーティストのサイングッ

ズが当たる抽選会を実施するなど、さまざまな

コーナー、企画を実施しました。

音楽情報バラエティー『チュートリアルの徳ダ

ネ福キタル♪』でも、auスマートパス会員様をご

招待し、auスマートパスプレミアム会員様は当

選確率がアップするなどの特典を提供しました。

また、フェスはどうしてもキャパシティーに限りが

あります。そこで、弊社のビデオパスを通じて

「SLS」のコンテンツをデジタル配信にも活用する

ことで、より多くのユーザーに楽しんで頂きました。

「SLS」のプロモーションに対する評価をお
聞かせください。
宮地：ブースを設けたことで、お客様がフェスを楽

しんでいる様子を直接見ることができ、とても有

益な機会となりました。さらに、サイングッズの抽

選会などをフックに、auユーザー以外のお客様

とも接点を持つことで、「エンタメといえばau」と

いう、ある意味でパーセプション・チェンジができ

たのではないかと思っています。

フェス会場に行って感じるのは、auスマートパ

スの会員様が増えつつあるということです。

「uP!!!×スペースシャワーTV」の協業を重ねて

きた結果でしょう。

もちろん、これらは我々だけの力では成しえま

せんでした。スペースシャワーTVの高いライブ

制作力、アーティストとの企画力、調整力ありき

で実現したものです。細かいところでは、「SLS」

のブース出展におけるアレンジメントから、ビデ

オパスの動画配信権利許諾など、さまざまな面

でご尽力いただきました。

CS/BSペイテレビに期待されることを教え
てください。また、今後、実施してみたい企画
はございますか。
宮地：有料多チャンネル放送は、別名「専門チャ

ンネル」と呼ばれていますが、特定の専門分野に

嗜好性の強いお客様がご覧になっているテレビ

サービスのひとつです。今後はSTB（Set Top 

Box）経由でのテレビ放送における視聴だけで

なく、デジタル配信、あるいはライブ現場でのエ

ンターテインメントの提供といった“出口”を増や

していくことが重要でしょう。我 も々スペースシャ

ワーTVとさらに連携を深め、有料放送事業とい

うエンターテインメントを育てていきたいと考えて

います。

音楽フェスは若者のイベントというイメージが

強いと思いますが、よりラインナップを広げてい

くことで、これまでフェスに来たことがない方や、

シニアの方にも楽しんでもらえるようなイベント

ができればと考えています。また、音楽に限らず、

演劇や展示会などにも可能性を感じていますの

で、今後も楽しい企画を増やしていきたいです。

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。

バリュー事業本部 新規ビジネス推進本部
エンターテインメントビジネス推進部 工学博士 部長  宮地 悟史 様

KDDI株式会社

展開商品：uP!!!ほか、各社商品
展開キーワード：番組制作・番組提供・CM（インフォマーシャル）制作・イベント・クロスメディア・キャンペーン展開・映像二次利用

広告事例　　スペースシャワーTV

ンディングや販促を目的として、会場内ブース展開、サンプリング、コ

ンテンツ配信、コラボグッズ製作等を展開しました。また、スペース

シャワーTVのレギュラー番組とのコラボレーションなど、各社のご要

望や課題に応じて多彩な企画を実施。アーティストとの距離感が近

いプロモーション施策を提供しています。

KDDIでは、auスマートパス会員を「SLS」に招待するプレゼント企

画を展開しました。また、KDDIが提供する関連チケット、限定のイベ

ント招待など特典情報も満載で、「いまから行ける、行きたくなる」音

楽、映画などを直感的に探せるスマホ向けエンタメ情報サイト

「uP!!!」で先行してチケットを購入できるなどの会員様限定のサービ

ス特典を提供しました。

会場内でも「uP!!!」のブースを設置し、auスマートフォンのPRはも

ちろん、携帯電話の充電コーナーを設けたほか、auユーザー以外の

お客様にもアーティストのサイングッズが当たる抽選会を実施するな

ど、さまざまなコーナーや企画を行いました。

イベント会場内でのプロモーションだけでなく、KDDIのビデオパス・う

たパスを通じて「SLS」のコンテンツのデジタル配信（FOREST 

STAGE出演アーティストを中心と

したライブ配信）も実施し、より多く

のユーザーに楽しんでいただく仕

掛けも展開しています。

auスマートパス会員向けチケットプレゼントやデジタルコンテンツ配信を実施
スペースシャワーTVが毎年8月末に主催する野外フェスティバル

「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」（以下SLS）。

富士山を望む山中湖畔の会場（山中湖交流プラザ きらら）に、音楽

シーンを代表するアーティストが60組以上、全国から音楽ファンが5

万人以上集まる “夏フェス”として毎年開催しています。

スペースシャワーTVは、1996年に東京・日比谷野外音楽堂で

「SLS」を初開催し、2007年から現在の山中湖に会場を移し、規模

も拡大。現在会場内に4つのステージを設定し、3日間開催される

大型フェスとして、音楽ファン内で人気を博しています。

「SLS」には毎年、これから音楽界をリードしていくであろう期待の

新人アーティスト、大人気の旬なアーティスト、そしてトップアーティス

トまで、スペースシャワーTVに縁のあるアーティストが多数出演する

ことから、3日間のチケットは即時にソールドアウトとなるほどの人気

です。2016年には5万人が、そして2017年には過去最高となる7

万人の来場者を集めました。

また、アーティストたちの白熱したライブはもちろん、地元食材によ

る充実したフードコーナー、熱気球やボルダリング等も用意され、レ

ジャー感もたっぷりと味わえるように工夫し、若い音楽ファンはもちろ

ん、小さな子どもを連れたファミリーまで、幅広い年齢層に支持され

る野外フェスとなっています。

「SLS」は流行感度の高い若者が多く来場するということや、夏

フェスとしての注目度や満足度に高い評価をいただき、協賛のセー

ルス枠は2016年、2017年と2

年連続ですべて完売。

小売、通信、飲料、家電、アパ

レル、金融、製薬など、10社以上

に及ぶ協賛各社がそれぞれブラ

KDDI

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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ジャガー・ランドローバー・ジャパン

アドバタイザー・インタビュー

プロダクトプレースメントで
商品の魅力を大胆且つダイレクトに伝える

今回プロモーションされた車種について教
えてください。
宇田川：ジャガー「F-PACE」（エフ・ペース）とい

うモデルです。ジャガー「F-PACE」は、究極の

実用的なSUVという位置付けで、スポーツカー

を思わせるスタイリングとハンドリング、高い実用

性と効率性を兼ね備えた、ジャガー初のSUVモ

デルとなっています。

隅々にまで最新鋭テクノロジーを搭載した

「F-PACE」が、安全性、コネクティビティ、ドライ

ブの愉しみを実現し、さまざまなコンディションの

もと、どんなドライブにも対応する性能を装備し

ています。

「F-PACE」の主なターゲット層について教
えてください。
宇田川：弊社は「GAME CHANGER（ゲーム・

チェンジャー）」と呼んでいるのですが、野心家で

自信を持ち、他人とは違う車に乗りたいと探され

ている方をターゲットとしています。何より、ス

ポーツカーを好み、実用性を備えた車を求めて

いる──そんな方々にこそ「F-PACE」が選ばれ

るのだと思います。

『GAORA SPORTS』でプロモーションを
実施されたとのことですが、その狙いは何で
しょうか。
宇田川：弊社は、プロテニスプレイヤーの錦織

圭選手を広告モデルに起用しています。錦織

選手が全米オープンテニス・男子シングルスで

準優勝した後の2014年9月17日、ジャガー・ラン

ドローバー・ジャパンの“新アンバサダー”として

就任発表会見を開きました。

しかし、実はアンバサダー就任前より、錦織選

手から弊社の車に乗ってみたいというお話をいた

だいていたのです。我々の「ぜひ錦

織選手に乗っていただきたい」という

想いと、錦織選手自らの想い──こ

の2つを自然な形で融合し、表現す

るための方法を探っていました。

そんな折、GAORA SPORTSさ

んから、番組とタイアップすることで、

自然な形でのプロダクトプレースメン

トが可能ではないか？との提案をい

ただき、GAORA SPORTSでプロ

モーションを実施するに至りました。

テレビCMはグローバルの素材が

ありましたが、とにかく乗車していた

だかないことには「F-PACE」の魅

力は伝わりません。また、GAORA SPORTSの

番組『ATPテニス ワールドツアー』のプロデュー

サーやディレクターが、インタビューを通して錦織

選手の自然な表情を引き出し、「F-PACE」の購

入者層にうまくアピールできたのではないかと思

います。

プロモーションを実施されて、率直な感想や
良かった点を教えてください。
宇田川：通常のテレビCMですと、どうしても情報

が限定されてしまう面があるのですが……、今回

のプロモーションでは「とにかくジャガーの魅力は、

乗っていただければ解る」ということを、大胆且

つダイレクトにお伝えできたと思っています。

もうひとつは、彼のプライベートにも踏み込ん

でいけたのでは？ということです。これはイチ錦

織圭ファンとしても思うのですが、テニスをして

いるシーンはGAORA SPORTSなどを通して見

られますよね。しかし、なかなか彼のプライベート

までを知ることはできません。例えば、彼がどんな

車に乗っているのか？ということも、プライベート

な部分です。そんな側面までをも番組とタイアッ

プしたプロモーションを通して、自然にお届けで

きたのではないでしょうか。

『GAORA SPORTS』ほか、ペイテレビに
対して感じた魅力や、これから実施してみた
い企画があれば教えてください。
宇田川：我々のターゲットは非常に忙しく毎日を

過ごしています。しかし、現代の「情報過多」な

状況では、能動的に何かを得ることは難しい場

合もあるでしょう。テレビ番組もそのひとつなの

ですが、地上波テレビとは異なり、ペイテレビに

おいては専門性の高いチャンネルばかりで、各

チャンネルの特色が明確。つまり、ペイテレビの

魅力は、忙しい人に最適な、取捨選択の容易さ

ではないかと感じています。我々のターゲットも、

能動的に好みの番組を探すことができるのでは

ないでしょうか。

とても貴重な媒体ですから、今回コラボレー

ションしたように、また一緒に有益な企画ができ

ればと思っています。

マーケティング・広報部  部長代理／
コミュニケーション アソシエイト ディレクター  宇田川 直 様

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社

展開商品：F-PACE　　広告会社：電通　　展開キーワード：CM（インフォマーシャル）制作

広告事例　　GAORA SPORTS

展開商品：RANGE ROVER　　広告会社：電通　　展開キーワード：CM（インフォマーシャル）制作

広告事例　　ゴルフネットワーク

錦織圭選手と放送番組『ATPテニス ワールドツアー』の親和性

による相乗効果を期待した広告展開を実施しました。

①錦織圭選手をアンバサダー起用しているジャガー。「JAGUAR×

GAORAのコラボレーションCM」を制作。

②錦織圭選手が出場している『ATPテニス ワールドツアー』はもち

ろん、その他の番組では、「ATP番宣」と連続して放送することで、

視聴者への親和性と、イメージ向上を図った展開を実施。

同社契約選手の「宮里美香プロ」と車両を起用した、LPGA番

組宣伝映像を制作し、放送しました。         

出演費、制作費が高額になるCMという枠組みではなく、ゴルフ

ネットワークが放送するLPGA番宣映像として制作することで、制作

費を最小限に抑えることに成功しました。また同社CM段積みで放

送することで広告効果の最大化を図りました。ゴルフネットワークの

アメリカでの撮影コーディネート力とスポンサーの現地車両手配、契

約選手ブッキングの協力体制を取ることで実現に至りました。

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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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。

講談社

●展開商品：書籍

AXNミステリー

出版社

東京・護国寺にそびえる講談

社旧社屋、そこに誰も知らない

秘密の書架がある。暗い廊下

の突き当たりを右に左に曲がり

着く扉の先、そこが私、リブラリ

アンの書架、選ばれた本だけが

並ぶ誰も知らない秘密の書架

である…。というイントロダクショ

ンで始まるオリジナル制作番組

『講談社 リブラリアンの書架』、

毎月何千と刊行される書籍の中

から選りすぐりの数冊しか新た

に加わることが無いこの由緒あ

る秘密の書架に、今月に加わる

書籍は…？？毎月の新刊を中心

に作家・編集担当者のインタビューを交えて“書籍”“作品”、そして

“読書”の魅力に迫る番組を制作して放送しています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

各 社

●展開商品：企業ブランド

AXN 海外ドラマ

アルコールメーカー他

日本国内で世界の洋酒文化の浸透を推進するための活動をス

タートさせました。日本全国の優秀なバーテンダーに会えるBARや、

主要カクテルアワードや洋酒ブランドが主催するイベント等、ラグ

ジュアリーな社交の場を収録及び映像制作し放送しています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

各 社

●広告会社：電通 他　●協力会社：KADOKAWA 他

アニマックス

ゲーム（コンソール・アプリ・オンライン）、
ゲーム周辺機器・サービス

「テレビ番組では唯一の、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、現在ではコンソール系、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。2017年7月に番組が6年目に突入。昨年夏から注力している番

組発信の「ゲーム情報HP」（WEB）・番組アシスタントを稼動した

YouTubeでのゲーム実況動画企画の内容もさらに拡充させ、＜ゲー

ムのプロモーションをオールインワンで実現できるゲームマーケティン

グ機能＞を目指して、さらなる発展を目指します。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

朝日新聞出版

●展開商品：DVDコレクション石原裕次郎シアター

映画・チャンネルNECO

出　版

朝日新聞出版の石原裕次

郎没後30年企画「DVDコレ

クション石原裕次郎シアター」

創刊に合わせ、映画・チャンネ

ルNECOでは、特別番組『没

後30年 石原裕次郎・映画の

軌跡～日活スターが語る魅力

～』を企画制作、提供とスポッ

ト展開を実施しました。また、7

月、8月編成で石原裕次郎特

集を実施、朝日新聞出版にご協力をいただき、視聴者プレゼントも

実施しました。公式HPでも展開したところ、視聴者からたくさんの応

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

ボーズ

●展開商品：Bose QuietControl 30 wireless headphones　●広告会社：MEDIACOM　●協力：学研プラス、エイベックス・エンタテインメント

アクトオンTV◆大人の趣味とライフスタイル

音響機器開発製造販売

Bose初の「ワイヤレス・ノイズキャンセリングヘッドホン」の認知・体験をテーマにクロスメディア

「みんなの学びラボ」にご参画いただきました。

アクトオンTVでは街頭インタビューやBose日本支社でのノイズキャンセリング体験、実際の

ユーザー3名の密着など徹底的に深堀りした番組に仕上げました。番組視聴者プレゼントに

は2,000名以上の反響の声がありました。エイベックス社のワークショプでは60名の一般応

募参加者に直接ノイズキャンセリングを体験してもらい、その様子を収録しました。学研プラス

社では、雑誌「GetNavi」「GetNaviWEB」で、文字や写真でわかりやすくヘッドホンの説明

をするとともに、人気連載マンガ「今日も下版はできません！」の作者が体験した様子をマンガ

化して掲載するなど、各社のメディア

力を生かし展開しました。結果として

20代～60代までの視聴者、参加者、

読者へ広くノイズキャンセリングを体験

してもらうことで、自分なりの使い方が

創造できることを提案できました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

マテル・インターナショナル

●展開商品：バービー ドリームトピア

海外アニメ！カートゥーン ネットワーク

玩具・遊戯用具の
輸入・販売

1959年にマテル社より発売さ

れたバービーの着せ替え人形。

2016年年末より新シリーズ・バー

ビー ドリームトピアのプロモーショ

ンに際し、カートゥーン ネットワーク

では、アニメ『バービーシリーズ』の

一挙放送を展開。また、ドリームト

ピアシリーズの吹き替えナレーショ

ン版CMを制作しました。商戦期を

中心に1クールに1回アニメ『バー

ビーシリーズ』の特番編成を設定

し、CMの集中投下を展開してい

ます。さらに、公式サイト（PC版・ス

マホ版）、スマホアプリ、メルマガで

のバナーを年間を通じて提供し、

プロモーションを立体化、販売サイ

トへの誘導を図っています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

各 社

●展開商品：各種　

キッズステーション

各　種

『子育てTV ハピクラ』や『れいぞうこのくにのココモン』等キッズ

ステーションのキャラクターIP（知的財産）を使用した映像・CM制

作やイベントの実施、キッズステーション公式YouTubeや動画視

聴アプリでの展開等、さまざまな方法で商品・サービスの訴求が可

能です。2017年2月には主婦の友社との連携により、『れいぞうこ

のくにのココモン』を同社主婦向け雑誌にて紹介。対してキッズス

テーションでは該当雑誌のCM訴求を行う等、他媒体との連携によ

りターゲット層のタッチポイントを広げる取り組みも行っています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

キャン展 …キャンペーン展開

制作 …番組制作

提供 …番組提供

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
「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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デサント

●展開商品：「ツール・ド・フランス 2016」オフィシャルスポンサー

J SPORTS

繊維製品

「ツール・ド・フランスのオフィシャルスポン

サーであるということの認知促進、ブランディ

ングをしたい」と考えるクライアントの要望に

応えるべく、同じく日本におけるオフィシャル

ブロードキャスターである J SPORTSと、オンデマンド・Twitterを活用

したキャンペーン・イベント・番組提供など、多角的かつ共同プロモー

ションに近い形での座組みを展開しました。

J SPORTSオンデマンドでは、人気サービス「マルチカメラ」ペー

ジの背景を、スポンサーのクリエーティブとする企画を立案。通常の

サイドバナー広告やディスプレイ広告などのサイトの一部を使うので

はなく、「ページ全体を広告面」として売りだした新たな施策を実施し

ました。

また、番組中毎日レース展開を予想するプレゼントクイズを実施

することにより、視聴者の興味喚起を行いました。またすでにサイク

ルファンに認知されている#jspocycleと、クライアントのワールドワ

イドハッシュタグを付けるTwitterキャンペーンを実施し、ブームアップ

を図りました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

METROCITYJAPAN

●展開商品：METROCITY2016秋プロモーション

女性チャンネル♪ LaLa TV　

ファッション
ブランド

日本ではオンライン展開のみであ

るアパレルブランドの日本ローンチ

に向けたブランディング企画を実施。

SEOUL FASHION WEEK内で

行われた同ブランドのショーを取材

し、オリジナル番組『Beauty Geek』

内で特集、またミラノ店のオープニ

ングパーティーも取材し情報番組

『LaLaLuxe』内で特集しました。

また並行して撮影した素材で7分尺のブランド紹介VTRを制作し、

WEBページや展示会などで活用し、ブランドイメージの訴求に貢献

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

ヤマハミュージックジャパン

●展開商品：ヤマハ英語教室　●広告会社：アサツー ディ・ケイ

キッズステーション

教　育

ヤマハ英語教室とキッズステーションのオリジナル番組『子育て

TV ハピクラ』とがコラボした映像を複数制作し、ヤマハ英語教室

のメソッド「リズムで育つヤマハの英語」の訴求を行いました。

映像はヤマハ英語教室の先生とキャラクターのHoppyといっしょ

に、ハピクラのキャラクター達がヤマハ英語教室のレッスンで実際

に行っている歌やダンスを踊り、画面の前の子供たちに楽しんでも

らえるよう制作しました。

放送のみならず、ヤマハ英語教室のHPや公式YouTube、教室

のロビー、また、『子育てTV ハピクラ』公式YouTube、動画視聴ア

プリでも展開し、何時でも映像を楽しむことができるようにすることで、

ヤマハ英語教室のメソッドを感じてもらう機会を増やし、入会や体験

レッスンへの誘導のきっかけとしました。

▶︎ヤマハ英語教室×子育

てTVハピクラコラボ映像

h t t p s ://s c h o o l . j p .

yamaha.com/english_

school/movie/#RM

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

ターキッシュ エアラインズ

●展開商品：ターキッシュ エアラインズ

チャンネル銀河

航空・運輸

2017年8月よりトルコの歴史ドラ

マ『オスマン帝国外伝～愛と欲望

のハレム～』全48話を日本初放送

しました。トルコのドラマは日本ではこ

れまで放送されておらず、このドラマ

が日本初上陸となり、イスタンブール

に本社を置くトルコのフラッグ・キャリ

ア「ターキッシュ エアラインズ」の冠

提供にて、放送となりました。

放送に先駆け、2017年6月28日、

六本木ヒルズクラブにて「トルコドラマ日本初上陸記念パーティ～ト

ルコのドラマと食文化に触れる夕べ～」を開催。第1話・2話のダイ

ジェスト版上映に続き、トルコ料理を囲む懇親会も行い、さらなるドラ

マの認知拡大を図りました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

甲羅グループ

●展開商品：「赤から」フランチャイズ募集
●広告会社：東通メディア

スーパー！ドラマTV & ヒストリーチャンネル™

飲食業

「かに料理甲羅本店」「炉

ばたの旬蔵」「えびす家」「焼

肉カルビ一丁」など30を超え

る業態の飲食チェーン店を展

開している甲羅グループ。そ

の業態の中から全国300店

舗に向け急成長している「赤

から」の14分インフォマーシャ

ルを制作・放送すると共に、スーパー！ドラマTVの特設情報サイト

『Super! Biz File』においても露出を展開。「赤から」でしか味わえ

ない名物「赤から鍋」と「鶏セセリ」など、メニューの魅力を伝えると

共にフランチャイズ成功の秘密を紹介しました。

インフォマーシャルの他に、60秒の企業向けフランチャイズ募集

告知も制作、合わせて放送することでインフォマーシャル全体を通じ

てBtoBの企業メッセージとなるよう構成し、甲羅グループの営業

ツールとしてもご活用いただいています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

龍角散

●展開商品：龍角散ダイレクト
●広告会社：朝日広告社/博報堂DYメディアパートナーズ

東北新社グループ（クラシカ・ジャパン）

食　品

日本唯一のクラシック音楽専門

TVチャンネル「クラシカ・ジャパ

ン」内で、スポンサーのスポット素

材“「龍角散ダイレクト」ノドを健や

かに龍角散 篇”を展開しました。

親和性の高いクラシカ・ジャパンで

『ベートーヴェンの交響曲第9番

（第九）』やオペラなど歌（＝ノド）

に関連した番組の枠内でスポット

展開することで効果的に発信することができました。

また、クラシカ・ジャパン加入者やBtoB向けに発行しているプログ

ラムガイドにも「龍角散ダイレクト」の広告出稿展開を実施すること

で、さらなる訴求を実施しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

宗像地域共同事業実行委員会

●展開商品：観光促進
●広告会社：JTBコミュニケーションズ九州

旅チャンネル

自治体

「神宿る島 宗像・沖ノ島と関連遺

産群」が2009年1月にユネスコ世

界遺産暫定リストに記載され、2017

年5月に一部が世界文化遺産に登

録されました。旅チャンネルでは観光

促進を図るため、世界遺産登録前

の2016年10月に、宗像・沖ノ島の

歴史や国宝の魅力をお伝えし、また

関連遺跡群の地・福津市と宗像市

を散策する30分の旅番組を制作・

放送しました。また制作した番組を

WEB等での

配 信や市 役

所 の 館 内モ

ニターでの利用など幅広く二次利用を可能

にすることで、沖ノ島をPRすることができ、よ

り関心を持ってもらうことができました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

広告事例 クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

キャン展 …キャンペーン展開

制作 …番組制作

提供 …番組提供

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
「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索

野村ホールディングス

●展開商品：企業ブランド
●広告会社：博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ

ゴルフネットワーク

ゴルフネットワークが放送す

るPGAツアー中継映像から、

松山英樹の活躍シーン5秒間

を野村ホールディングスへ国

内限定1年間における映像使

用を販売しました。

同社は契約プロ・松山英樹

の試合映像を活用した企業

CMを3パターン制作及び編集

され、地上波、WEB等で適宜

ブランド・コミュニケーションを展開。ゴルフネットワークがPGAツアー

の国内唯一の正規代理店としてフッテージ映像権利を有すが故、新

しいビジネススキームが構築でき、クライアントニーズに応えられました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

証券業
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アシックスジャパン
森永製菓
モンデリーズ・ジャパン

●展開商品：スポーツウェア/おいしいコラーゲンドリンク/
　　　　　 リカルデントガム

FOX

スポーツ用品製造販売/
菓子等製造販売/
食品・飲料会社

2016年9月17日から3日間、パシフィコ横浜で開催された「ヨガ

フェスタ2016」に、FOXがFOX BEAUTY LOUNGEを展開。この

イベントブース協賛と10月に放送した特別編成「FOXスポーツの秋

スペシャル」の番組提供をパッケージ化したプランに、3社からご出

稿いただきました。

3日間で約4万人が来場したイベント会場のブースでは、ヨガウェア

の展示や飲料・ガムのサ

ンプリングを実施。また、

ブースのモニターでは、ク

ライアントのインフォマー

シャルや10月の特別編成

の番宣を上映しました。 

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

PADI

●展開商品：ダイビングスクール

ナショナル ジオグラフィック

ダイビング教育機関

PADIとナショジオの夏の恒例プロジェクトは、2016年で11年目

を迎えました。ナショジオでは7月18日「海の日」から１週間、特別編

成「PADI Presents マリンウィーク」を放送。その放送枠を中心に

視聴者よりご参加を募り、親子イベント「PADIマリンスクール」を8

月25日に沖縄・恩納村にて実施しました。

2016年は合計20名の親子が参加してサンゴの苗作りを体験し、

その後は海中展望船に乗って、サンゴが海中でどのように保護・生

育されているかを学び

ました。この模様は後

日、3分のミニ番組『ナ

ショジオNEWS』とし

て放送しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

マンガ倉庫グループ

●展開商品：マンガ倉庫
●広告会社：BBDO J WEST/I&S BBDO

ヒストリーチャンネル™

中古品小売業

「マンガ倉庫に来れば“お

宝”が発見できる」。マンガ倉

庫グループは、全国に店舗

展開する日本最大級のエン

ターテイメント・リサイクル

ショップです。ヒストリーチャン

ネルで放送中の“お宝”に熱

い情熱を注ぐ男たちのシリー

ズ『お宝ガチンコSHOW』の

中から3番組をセレクトし、

2016年7月より番組提供し

ていただいています。

番組出演者たちの個性的で魅力あふれるキャラクターと、次 と々

登場するヴィンテージの名品・珍品は必見。日本文化が誇る“おたく

グッズ”や限定商品、プレミアム商品が豊富なマンガ倉庫グループと

の親和性は高く、「マンガ倉庫」HPと『お宝ガチンコSHOW』特設

サイトとのクロスプロモーションも実施しています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

コーワ

●展開商品：ひなた（布団クリーナー）
●広告会社：アイ・アンド・キューアドバタイジング

ファミリー劇場

布団クリーナー製造販売

ファミリー劇場が年末に実施する、クライアントの商品を買い取ら

せていただくプレゼントキャンペーンにて、布団クリーナー「ひなた」

の発注をいただきました。

布団クリーナーとして初の

熱風循環機能により、キャッチ

したダニを100％退治する、優

れた商品です。このキャンペー

ン中、応募数はプレゼント全

商品の中で最も多く（2,189

名様からご応募をいたきまし

た）、コーワから一定の評価を

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

田辺三菱製薬

●展開商品：タナベ胃腸薬ウルソ
●広告会社：ビデオプロモーション　

ディスカバリーチャンネル

製　薬

年齢とともに多くなる

「脂肪による胃もたれ、

消化不良」。M2・M3

層のビジネスマンが多

い、ディスカバリーチャ

ンネルの視聴者に向

けて、その原因の解説と、有効な解決策の一つである胆汁酸の分

泌を促すウルソデオキシコール酸の働きを紹介するアニメーション

映像を制作し、歓送迎会シーズンに放送。タナベ胃腸薬ウルソの

プロモーションに活用しました。

制作した映像は、JAPANドラッグストアショーや店頭等でも二次

利用いただきました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

品川区（東京都）

●展開商品：観光PR　●広告会社：ケーブルテレビ品川

ディスカバリーチャンネル

自治体

日本の古き良き日常を満喫できるスポットを多く有する東京の品

川区。

ディスカバリーチャンネルでは外国人観光客誘致を促すオリジナ

ル動画シリーズ「By yourside 

Shinagawa」を制作しました。

品川区内のスポットを女性

リポーターが実際に訪れ、グル

メ、ショッピング、伝統文化など、

品川区ならではの体験を紹介

しています。

オンエアは、国内および海

外で行い、さらにケーブルテレ

ビ品川の協力も得て、ケーブ

ルテレビ品川、イッツ・コミュニ

ケーションズでも放送しました。

制作した映像は、SNSや展

示会等でも二次利用いただき

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

あきゅらいず

●展開商品：石鹸セット　●広告会社：Dダイレクションズ
●協力：ファインドスター

ファミリー劇場 等

化粧品製造販売

洗顔石けんなどの化粧品の通信販売を手掛けるあきゅらいずは、

CS約20局にインフォマーシャル（通販CM）を実施しました。その中

で、例えば、ファミリー劇場の出稿にて2017年実績、14分枠広告

等で、洗顔石けん「お試し

詰合せ」のインフォマー

シャルを放送しましたとこ

ろ、10～30件のレスポン

スを獲得した事例もあり、

CS局はレスポンスが相対

的に良いと好評をいただ

いています。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

国際スポーツ振興協会
ジャガー・ランドローバー・ジャパン
ロッテ

●展開商品：時計/車/お菓子

FOXスポーツ＆エンターテイメント

2008年賞金女王に

輝いたプロゴルファーの

古閑美保を講師に迎え、

初心者から上級者まで

に役立つゴルフレッスン

番組『古閑美保のスマー

トゴルフレッスン』をロッテ皆吉台カントリー倶楽部にて収録。

番組冒頭では、古閑美保がジャガーの車で登場しました。前半は

古閑プロとゲストの若手プロ、竹村真琴によるラウンドプレイ。後半

のレッスンコーナーではさまざまな局面に対応したテクニックを披露

してもらいました。

番組内では冠協賛社のISPS HANDA（国際スポーツ振興協会）

の看板をティーグラウンドに設置。また腕時計、自動車のプレースメ

ント、そして提供各社の視聴者プレゼントを実施しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

スポーツ振興事業/自動車輸入販売/菓子製造販売

広告事例 クロス …クロスメディア（web、雑誌等）

キャン展 …キャンペーン展開

制作 …番組制作

提供 …番組提供

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
「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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学校法人 片柳学園

●展開商品：GG NEXT 2016 supported by 日本工学院
●広告会社：スペースアンドセリングディレクション　

MUSIC ON! TV

専門学校

「ジョージ・ウィリアムスが音楽業界の次世代を担う若者と共に作

り上げる、全く新しいイベント」をコンセプトに、『GG NEXT 2016 

supported by 日本工学院』を開催し、特番をオンエアしました。

2回目となる今回はストレイテナーが出演。イベントの企画運営か

ら当日のイベント制作・舞台制作にいたるまで、学生がアーティスト

と共に実施。MUSIC ON! TVでは学生がイベントを成功させるべ

く奮闘する模様を中心にしたドキュメント番組を制作。クライアントか

ら高い評価をい

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

YKK AP

●展開商品：企業ブランド　●広告会社：アサツー ディ・ケイ

ムービープラス

住宅設備

YouTubeのYKK APオフィ

シャルチャンネル内コンテンツ

拡充を狙って、若手監督を起用

したショートムービーをムービー

プラスプロデュースで3本制作

しました。設定キーワードは「窓」

のみとし、監督たちの自由な発

想が引き出せるショートムービー

企画を醸成。公開はYouTube

上のみとし、チャンネルではサイ

ト誘引告知スポットを制作、オン

エアを実施しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

Forevermark

●展開商品：企業ブランド

ムービープラス

ダイヤモンドブランド

Forevermarkが発信した

いブランドメッセージがちり

ばめられた60秒コンテンツ

を、元TBSアナウンサーの

海保知里さんナビゲートで

「女優編」「社会貢献編」

の2タイプ制作しオンエア。

「女優編」ではムービープラ

スがオフィシャルブロード

キャスターであるカンヌ映画

祭の映像をフル活用し、世

界のセレブリティに愛される

Forevermarkブランドを効

果的に訴求しました。

制作 提供 インフォ イベント クロス キャン展 二次 その他

小正醸造

●展開商品：オリジナル芋焼酎 雀士の風

MONDO TV

アルコール飲料製造販売

鹿児島市の酒類醸造会社、

小正醸造は、さつま小鶴、蔵の

師魂、小正の梅酒、メローコヅル

をはじめとした本格焼酎の蔵元

です。麻雀好きにはたまらない麻

雀牌をイメージしたボトル「雀士

の風」を蔵元のオンラインショッ

プのみで販売していましたが、新

たな顧客を開拓するための手段

を模 索していました。そこで

MONDO TVは麻雀との親和

性が非常に高いため、『麻雀バ

トルロイヤル生放送スペシャル』

において、出演者による生コ

マーシャルとMONDO TV内で

15秒スポットCMを放送したところ、視聴者からの問い合わせが殺

到し、大きな反響を得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

広告事例

CAB-Jが所属する一般社団法人衛星放送協会（東京都港区、会長：和崎
信哉）では、有料・多チャンネル放送の専門性を生かしたオリジナル番組の制
作推進と、番組の認知向上を目的に「衛星放送協会オリジナル番組アワー
ド」を2011年に創設しました。今年で7回目を迎え、応募数は「オリジナル番
組賞」７部門に101、「オリジナル編成企画賞」は20、合計121に及び、昨年
を11上回っただけでなく、各部門の応募作品レベルも年々向上しています。

授賞式は2017年7月13日（木）に千代田放送会館で行われ、司会は元
TBSアナウンサーの桝田絵里奈さんが務めました。各部門の最優秀賞8作
品と、惜しくも最優秀賞を逃した審査委員特別賞4作品が表彰され、受賞者
には審査委員よりトロフィーが授与されました。

また、最後に「オリジナル番組賞」７部門の最優秀賞から「大賞」１作品が
発表され、今年は昨年に続きバラエティ番組部門からの選出となり、ファミリー
劇場で放送された「KNOCK OUT（ノックアウト）～競技クイズ日本一決定戦
～」に決定しました。吉岡 忍審査員長からは、「視聴者参加型クイズ番組の
消滅は、痩せ細っていく地上波テレビの象徴だったが、テレビのエネルギーは

オリジナル番組賞 番 組タイトル 放送チャンネル名

ミニ番組・番組PR部門 日本映画専門チャンネル×サバイバルファミリー
矢口史靖の「映画の常識、それほんと！？」 日本映画専門チャンネル

バラエティ番組部門 ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ（ノックアウト）～競技クイズ日本一決定戦～ ファミリー劇場

ドキュメンタリー番組部門 爆走風塵  ～中国・激変するトラック業界～ ＮＨＫ ＢＳ１

アニメ番組部門 甦るノルシュテインの世界 #1「霧の中のハリネズミ編」 イマジカＢＳ

中継番組部門 ゆる～く深く！プロ野球 ＮＨＫ ＢＳ１

情報番組・教養番組部門 英国男優のすべて  英国男優はこうして作られる ＡＸＮミステリー

ドラマ番組部門 ドラマW  稲垣家の喪主 ＷＯＷＯＷプライム

オリジナル編成企画賞 追悼　演出家・蜷川幸雄 日本映画専門チャンネル

部 門 名 番 組タイトル 放送チャンネル名

バラエティ番組部門 めざせ！オリンピアン“野獣”松本薫 ×“ビビり”１５歳
柔道  世界のワザと心を本気で伝授！ ＮＨＫ ＢＳ１

ドキュメンタリー番組部門 国際共同制作プロジェクト 格闘ゲームに生きる ＷＯＷＯＷプライム

アニメ番組部門 鬼平 時代劇専門チャンネル

オリジナル編成企画賞 渥美清さん没後20年 “寅さん”特集 ＮＨＫ ＢＳプレミアム

番 組タイトル 放送チャンネル名
KNOCK OUT（ノックアウト） ～競技クイズ日本一決定戦　（バラエティ番組部門） ファミリー劇場

◆審査委員長
吉岡 忍（ノンフィクション作家）

◆オリジナル番組賞
石井 彰（放送作家）、音 好宏（上智大学文学部新聞学科教授）、鴨下
信一（演出家）、 小宮山 悟（野球評論家）、田中早苗（弁護士）、近藤 
孝（読売新聞東京本社 編集局文化部 次長）

◆オリジナル編成企画賞
安西浩樹（株式会社アイキャスト）、尾前 勝（株式会社ジュピターテレコ
ム）、小峰健二（朝日新聞東京本社 文化くらし報道部）、宮崎美紀子（東
京中日スポーツ 報道部 記者）、千葉厚子（スカパーJSAT株式会社）

衛星放送のなかに引き継がれていた。しぶとく、しかも、いかにも衛星放送らし
く、奇形ともいえる超難問のクイズ番組として。本作には、視聴者像の多様
化・多極化に対応する衛星放送の可能性を楽しく示している」と講評が述べ
られました。

今年も最優秀賞作品に出演したゲストが祝福に駆け付け、中継番組部門
では、ナイツの塙 宣之さん、ドラマ番組部門では広末涼子さんと、主演を務め
た子役の金成祐里くん、そして大賞も獲得したバラエティ番組部門では「浪
速のクイズ女王」の奥畑 薫さんと番組の主宰者やついいちろうさんがユーモ
ア溢れるスピーチで会場を沸かせ、盛大な授賞式となりました。こうした話題作
りにより、来場した取材メディアも昨年を上回りました。

今年のアワードでは、受賞作品の認知向上を図るため、「大賞」以外の受
賞作品を授賞式の１カ月前に発表して、WEBサイトで作品情報を視聴者に
発信し続けました。また、応募と審査はDVDからクラウドに変更し、負担軽減
を図っただけでなく、授賞式後にクラウドを使って会員社とプレスに向けて受
賞作品の視聴機会を設けました。

オリジナル番組アワード受賞者と登壇ゲスト、最終審査員の皆さん

★ 審査委員特別賞

★ 最優秀賞

　　 大 賞

★ 最終審査委員 （敬称略）

一般社団法人衛星放送協会 第7回 衛星放送協会 オリジナル番組アワード
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ペイテレビ加入者は、年収が高く生活にゆとりがある

テレビメディア全体の中でペイテレビは多様なジャンルを放送していることにより幅広い時間帯で視聴されている

世帯年収が高いほど加入の割合が高い

世帯年収は96万円多い 金融資産は143万円多い 生活を楽しんでいる

400 500 600 700 800（万円）

747

651

■ ペイテレビ視聴可能
■ ペイテレビ非契約

平均
世帯年収

0 500 1,000 1,500（万円）

1,176

1,033

■ ペイテレビ視聴可能
■ ペイテレビ非契約

金融
資産額

30 50 70（％）

58.2

52.4

■ ペイテレビ視聴可能
■ ペイテレビ非契約

今の生活を
楽しむために

お金を使う方だ

※MVP/ex 2016（ビデオリサーチのテレビ関連調査）

※ACR/ex 2016（ビデオリサーチの生活者を全体的に捉えるデータベース）

全国の縮図として、
機械式ペイテレビ接触率調査を
実施

１週間のリーチ 87.07%
平均接触率 5.62%
（5-29時） 　（2017年6月調査）

毎週約959万世帯にリーチしているメディアであり、

24時間、平均すると常時約62万世帯が
見ていることになります

つまり、約20％の世帯で
視聴可能

1,101万世帯

ペイテレビ加入世帯

（CAB-J調べ、WOWOWの契約を除く）

ペイテレビ普及率

全国の世帯の

約20％

視聴量シェア

※機械式ペイテレビ接触率調査データ（2017年6月）※WOWOWを除いたペイテレビ加入
世帯数を基に推計

ペイテレビの広告費

× =
地上波の広告費に
換算すると…

実際は…

※CAB-J調べ広告費2016

＊2016年（平成28年）
日本の広告費（電通調べ）を元に

CAB-J推計

209.5億円

（ポテンシャル）

テレビの広告費 ペイテレビの広告市場

実際は…

600億円以上
の可能性

600億円以上
の可能性

ペイテレビ
計

17.6%

地上波
計

76.6%

無料
衛星放送
計

5.8%

209.5億円

1兆9,657億円1兆9,657億円 テレビ全体の
3.5% の視聴量
（20%×17.6%）

ペイテレビの普及状況と機械式ペイテレビ接触率調査を使い、実視聴世帯数を推計し、全国メディアであるペイテレビの媒体力を示しました。
また、同じテレビを使う地上波放送や無料衛星放送を含め全テレビ放送の中でのペイテレビの視聴シェアを算出することで、ペイテレビ全体の広告価値を金額
換算しました。

データに見るCS/BSペイテレビの特徴

全国のペイテレビ視聴可能世帯数

ペイテレビの視聴者属性の特徴

ペイテレビ広告市場のポテンシャル
0%

■ ペイテレビ契約世帯　　■ 全体 ※ACR/ex 2016調査データ　全国7地区ウェイト平均（エリア内推定人口）

10%

20%

30%

40%

世帯年収別ペイテレビ加入率

2,000万円
以上

35.4

1,500～
2,000万円未満

32.0

1,000～
1,500万円未満

22.8

800～
1,000万円未満

22.6

600～
800万円未満

20.7

400～
600万円未満

18.5

200～
400万円未満

15.5

200万円未満

15.2

全体平均

19.7

■ ペイテレビ計

■ 無料衛星放送計

■ 地上波計

 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 25:00 26:00 27:00 28:00

 3.59 4.21 5.75 7.08 8.76 8.80 9.52 10.55 11.71 11.70 12.50 13.06 13.88 14.36 12.69 12.89 12.78 11.79 11.77 10.25 7.89 5.50 4.16 3.53

 1.01 1.83 8.08 3.56 2.64 2.80 3.05 3.31 3.64 3.73 3.65 3.98 4.08 5.12 6.48 6.77 5.75 5.16 3.62 2.41 1.38 0.89 0.52 0.84

 17.79 42.78 58.87 59.67 45.77 33.72 33.86 40.32 38.03 32.65 33.20 36.94 45.68 56.93 63.97 64.92 64.40 59.30 48.80 31.03 16.43 8.75 5.41 5.92

90%

60%

30%

0%

ペイテレビは全時間帯で視聴が安定している

※機械式ペイテレビ接触率データ  （2017年2月～6月平均）  毎60分平均到達率／接触判定条件：5分

プラットフォーム別世帯到達率（週平均）の時間帯推移

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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データに見るCS/BSペイテレビの特徴

機械式ペイテレビ接触率調査は、任意にターゲット区分を設定し、セグメントのテレビ視聴状況を測定することが可能です。CAB-Jでは、汎用性の高い5
つの「世帯ターゲット」と14の「個人ターゲット」を設定、紹介することで、アドバタイザーが狙うターゲット区分に応じた効率的な出稿計画立案を促してい
ます。

デモグラフィックに留まらないターゲット区分の接触状況を機械式調査で把握

視聴者プロファイル（ターゲット区分）

世帯型商品向けセグメント

【年収1,000万円以上世帯】 …世帯年収1,000万円以上の世帯 【エグゼクティブ世帯】 …経営・管理職がいる世帯

【子育て世帯（15才以下あり）】 …0才から中学生がいる世帯 【小学生あり世帯】 …小学生がいる世帯

【シニアあり世帯】 …60才以上がいる世帯

個人型商品向けセグメント

【アルコール関心層】
ビール/アルコール飲料の広告に関心があ
り、お酒を飲むことが好きな20才以上の人

【美容フリーク（女性）】
美容関連の支出が月に1万円以上で、ダ
イエットや美容に関心がある女性または美
容商品の感度が高い女性

【健康関心層】
サプリメントを利用していたり、食生活や健
康に関心がある人

【自家用車関心層】
乗用車を持ち乗用車の広告に関心がある、
もしくは乗用車が欲しい18才以上の人

【輸入車関心層】
輸入車を持ち乗用車の広告に関心がある、
もしくは輸入車が欲しい18才以上の人

【海外旅行好き】
最近1年間で2回以上海外旅行に行った、
もしくは海外旅行の広告に関心がある人

【国内旅行好き】
最近1年間で2回以上国内旅行に行った、
もしくは国内旅行の広告に関心がある人

【金融商品欲求層】 株式/債券/投資信託/FXが欲しい人

【不動産関心層】
分譲住宅や別荘が欲しい、もしくは不動産
広告に関心がある人

【白物家電欲求層】
食洗機やＩＨが欲しい、もしくは冷暖房器具
などの広告に関がある人

【PC・AV機器欲求層】
PC/テレビなどのAV機器が欲しい、もしく
は、オーディオやAV機器の広告に関心が
ある人

意識・行動によるセグメント

【トレンド先取り層】
時代・流行を先取りする感覚に自信があり、
人とは違うモノを選びたい、もしくはブラン
ド・メーカーにこだわりを持っている人

【フォロワー層】
流行のものを選ぶ、もしくは周りの人が
持っているモノを見て思わず自分も欲しくな
ることが多い人

【テレビ通販ユーザー】
テレビショッピング番組やCMを見て購入・
利用、もしくは資料請求・問い合わせをした
ことがある人

調査対象世帯の基本特性の他、200項目以上の設問で構成された
プロフィール調査から、番組接触世帯を世帯年収や所有商品など
のデモグラフィック項目を用いた鮮明なターゲットを描けます。
家族構成や世帯特性に合わせた世帯型商品の効果的なコミュニ
ケーションが可能です。

世帯ターゲット

世帯ターゲット

個人ターゲット

13歳以上の個人を対象に実施している1300項目以上の設問で
構成されたプロフィール調査から、多様なデモグラフィック項目、サ
イコグラフィック項目、またはそれらを組み合わせることにより、番
組接触者像をさらに精緻に描くことができます。
効果的なターゲット設定やコミュニケーションが可能となります。

個人ターゲット

●調査概要	 ：	 調査対象の世帯及び世帯内個人の専門チャンネル視聴状況

●調査地域	 ：	 関東（東京30km圏）、関西（2府3県主要地域）

●調査週	 ：	 偶数月の第1日曜日の次の月曜日より連続する2週間（年間12週）

●調査対象世帯	 ：	 直接受信及びCATV経由により専門チャンネル視聴可能世帯

●調査対象者	 ：	 調査対象世帯、及び4才以上の世帯内個人

  ※ただし、付帯調査は13才以上の世帯内個人を対象とする

●設計標本数	 ：	 関東、関西地区　計600世帯

●標本抽出法	 ：	 調査地域において、訪問・協力依頼方式により母集団調査を実施

  母集団調査で得られた情報に基づき地区、

	 	 受信経路等を割付し調査対象世帯を抽出

●標本管理	 ：	 標本ローテーション入替を実施

	 			（初期サンプルを除き、協力依頼期間は最長2年間）

●調査方法	 ：	 音声マッチングによる機械式調査

  押しボタンによって個人接触を測定

●調査対象テレビ	 ：	 専門チャンネル視聴可能なテレビ受像機、最大3台まで

●集計対象	 ：	【全局計】…測定対象の全局計

	 	 【地上波計】…測定対象の地上波局計

	 	 【無料衛星放送計】…測定対象の公共放送・無料放送のBS局計

	 	 〈専門チャンネル〉

	 	 【ペイテレビ計】…測定対象の有料専門チャンネル約60ch計

	 	 【ジャンル別計】…CAB-Jに加盟しているチャンネルのジャンル別計

	 	 【ペイテレビ個別チャンネル】…調査参加の各チャンネル

●最小データ単位	 ：	 毎5分データ

機械式ペイテレビ接触率調査　調査概要

■ ペイテレビ視聴可能　■ ペイテレビ非契約

0 5 10 15 20 25 30（％）

（PC・タブレット）ネットで調べた 23.5
18.4

実際に購入（利用）した 23.9
19.8

実店舗に見に行った 19.9
16.4

（携帯・スマホ）ネットで調べた 25.4
22.1

ＣＭになると
チャンネルを

変えることが多い

■ ペイテレビの見方
■ 民放地上波放送の見方

■ ペイテレビ視聴可能
■ ペイテレビ非契約

18.24

3.44

※機械式ペイテレビ接触率 
　個人付帯調査データ  2017年6月

ペイテレビ
非契約

ペイテレビ
視聴可能

0 5 10 15 20（％） 0 10 20 30（％）

テレビCMを
よく見るほうだ

26.0

23.2

※MVP/ex 2016調査データ

1日あたりのテレビ視聴時間（平均） テレビの見方

※MVP/ex 2016調査データ

テレビに関する意識

テレビ視聴時間が長い
視聴態度がよく、
CMになっても

チャンネルを変えない

2時間32分

3時間6分

ペイテレビ視聴者の特徴

テレビをたくさん見ていて、CM中もチャンネルを変えずに見ている

テレビCM視聴後、興味関心・購入意向ともに高まり、実際の商品購入までつながっている ※ACR/ex 2016調査データ

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索



視聴者プロファイル（世帯ターゲット） 視聴者プロファイル（個人ターゲット）24 25

機械式ペイテレビ接触率調査より
推計世帯数：2016年ペイテレビ契約世帯数を用いて算出
見ている番組：各番組の最高値でソート、集計期間は2017年2月6日（月）～6月18日（日）
欲しい商品・サービス／関心広告：各ターゲット世帯がそれぞれの商品・サービスを欲しい／広告に関心があるに該当すると回答した割合
個人全体のスコアに対して差が大きいもの（それぞれのターゲットに特徴的な項目）を表示

機械式ペイテレビ接触率調査より
推計人数：2016年ペイテレビ契約世帯数を用いて算出
見ている番組：各番組の最高値でソート、集計期間は2017年2月6日（月）～6月18日（日）
欲しい商品・サービス／関心広告：各ターゲット世帯がそれぞれの商品・サービスを欲しい／広告に関心があるに該当すると回答した割合
個人全体のスコアに対して差が大きいもの（それぞれのターゲットに特徴的な項目）を表示

視聴者プロファイル（世帯ターゲット） （個人ターゲット）

年収1,000万円以上世帯
（推計世帯数：2,937,400世帯）

見ている番組 チャンネル 日付 平均接触率
（％）

プロ野球中継	広島×DeNA J	SPORTS	1 4/18 3.93

ガリレオ 日本映画専門チャンネル 2/18 3.83

ドラえもん テレ朝チャンネル1 2/8 2.88

プロ野球中継	巨人×阪神 日テレジータス 4/21 2.50

プロ野球中継	オリックス×阪神 J	SPORTS	3 6/6 2.42

家族が欲しい商品＊ ％ （全体比）

海外旅行 66.7（	+19.3pt）

4Kテレビ 43.5（	+9.9pt）

スポーツタイプ乗用車 17.0（	+7.3pt）

家族が関心をもっている広告＊ ％ （全体比）

海外旅行案内 60.5（	+21.4pt）

乗用車 52.4（	+14.1pt）

銀行・証券・投資信託 25.2（	+11.0pt）

幅広いジャンルで
購買がアクティブな層に

TG平均世帯年収	1,492.9万円

写真提供：広島東洋カープ

エグゼクティブ世帯
（推計世帯数：2,232,000世帯）

見ている番組 チャンネル 日付 平均接触率
（％）

ガリレオ 日本映画専門チャンネル 2/18 4.15

プロ野球中継	阪神×広島 GAORA	SPORTS 4/15 3.67

ゴッドファーザー イマジカBS･映画 2/17 3.01

プロ野球中継	阪神×西武 GAORA	SPORTS 6/13 2.94

名探偵コナンTVスペシャル アニマックス 2/12 2.93

家族が欲しい商品＊ ％ （全体比）

高級バッグ・靴 25.4（	+10.4pt）

高級腕時計 26.2（	+7.4pt）

資格修得・語学学習 23.8（	+6.6pt）

家族が関心をもっている広告＊ ％ （全体比）

ヘアケア商品 46.8（	+11.8pt）

イベント情報（コンサートなど） 38.1（	+7.9pt）

銀行・証券・投資信託 19.8（	+5.7pt）

高額商品・サービスの消費が
旺盛な層に

TG平均世帯年収	1,275.9万円

「名探偵コナン」
Ⓒ青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS1996

小学生あり世帯
（推計世帯数：2,143,400世帯）

見ている番組 チャンネル 日付 平均接触率
（％）

怪奇ゾーン	グラビティフォールズ ディズニー・チャンネル 4/20 5.24

ティンカー・ベルと妖精の家 ディズニー・チャンネル 4/15 4.57

Doraemon ディズニー・チャンネル 4/20 4.41

クレヨンしんちゃん テレ朝チャンネル1 2/8 3.79

ドラえもん テレ朝チャンネル1 2/8 3.66

家族が欲しい商品＊ ％ （全体比）

デジタルビデオカメラ 14.8（	+7.4pt）

BDレコーダー/プレーヤー 26.2（	+5.9pt）

自転車（スポーツタイプ除く） 20.5（	+5.0pt）

家族が関心をもっている広告＊ ％ （全体比）

学習塾 37.7（	+25.4pt）

レジャー施設（遊園地など） 46.7（	+15.9pt）

知育・学習・受験のための通信教育 22.1（	+14.0pt）

小学生の子どもがいる世帯に

TG平均世帯年収	866.2万円

「怪奇ゾーン	グラビティフォールズ」
	©Disney

シニアあり世帯
（推計世帯数：4,534,800世帯）

見ている番組 チャンネル 日付 平均接触率
（％）

プロ野球中継	巨人×ソフトバンク 日テレジータス 6/13 4.46

プロ野球中継	オリックス×阪神 J	SPORTS	3 6/6 2.84

鬼平犯科帳スペシャル泥鰌の和助始末 時代劇専門チャンネル 2/11 2.40

全米オープンゴルフ選手権 ゴルフネットワーク 6/17 2.39

麻雀プロリーグ	モンド王座決定戦 MONDO	TV 6/13 1.93

家族が欲しい商品＊ ％ （全体比）

金融債、国債、公社債等　債券 5.5（	+1.8pt）

国内（国外）投資信託 7.4（	+1.4pt）

株式（ミニ株含む） 11.7（	+1.2pt）

家族が関心をもっている広告＊ ％ （全体比）

健康食品 28.8（	+5.3pt）

国内旅行案内 56.8（	+4.8pt）

銀行・証券・投資信託 17.1（	+3.0pt）

男女60才以上のシニアがいる
世帯に

TG平均世帯年収	749.4万円

©Getty	Images

トレンド先取り層 （推計人数：2,892,800人）

見ている番組 チャンネル 日付 平均接触率
（％）

プロ野球中継	巨人×広島 日テレジータス 4/11 2.81

子育てTV	ハピクラ キッズステーション 2/9 2.01

ジョン・ウィック ムービープラス 2/11 1.74

サンシャイン2057 ＦＯＸムービー 6/9 1.61

全米オープン日本地区予選 ゴルフネットワーク 6/14 1.54

欲しい商品・サービス ％ （全体比）

タブレット端末 39.5（	+22.4pt）

海外旅行 47.6（	+16.7pt）

デジタルオーディオプレーヤー 12.9（	+7.6pt）

関心をもっている広告 ％ （全体比）

化粧品 37.9（	+15.7pt）

スマートフォン 31.5（	+11.7pt）

海外旅行案内 33.9（	+10.6pt）

高感度でモノ選びに
こだわりを持った人に

「子育てTV	ハピクラ」
©キッズステーション

テレビ通販ユーザー （推計人数：10,357,900人）

見ている番組 チャンネル 日付 平均接触率
（％）

プロ野球中継	巨人×ソフトバンク 日テレジータス 6/13 2.59

剣客商売　剣の誓約 時代劇専門チャンネル 2/11 1.35

ガリレオ 日本映画専門チャンネル 2/18 1.31

鬼平犯科帳スペシャル泥鰌の和助始末 時代劇専門チャンネル 2/11 1.17

ミッキーマウスとロードレーサーズ ディズニージュニア 4/22 1.17

欲しい商品・サービス ％ （全体比）

国内旅行 42.8（	+4.5pt）

ハウスクリーニング 9.9（	+4.1pt）

太陽光発電システム・太陽熱温水器 6.7（	+2.2pt）

関心をもっている広告 ％ （全体比）

台所用品 28.9（	+12.6pt）

健康食品 21.8（	+9.7pt）

医薬品 21.1（	+8.4pt）

通販番組・CMを見て
購入問い合わせ経験のある人に

「剣客商売」
2017年11月他時代劇専門チャンネル放送予定	Ⓒ松竹

美容フリーク（女性） （推計人数：3,429,300人）

見ている番組 チャンネル 日付 平均接触率
（％）

クリミナル・マインド9 スーパー！ドラマＴＶ 4/10 1.95

ガリレオ 日本映画専門チャンネル 2/18 1.86

プロ野球中継	巨人×ソフトバンク 日テレジータス 6/14 1.65

NCIS	ネイビー犯罪捜査班5 スーパー！ドラマＴＶ 6/6 1.37

ラビリンス AXNミステリー 4/23 1.35

欲しい商品・サービス ％ （全体比）

エステティックサロン 15.7（	+11.1pt）

美顔器 17.7（	+10.7pt）

高級バッグ・靴 17.7（	+10.1pt）

関心をもっている広告 ％ （全体比）

化粧品 62.6（	+40.4pt）

ヘアケア商品 40.8（	+23.3pt）

デパート・百貨店の案内 34.0（	+20.1pt）

美容意識の高い女性に

「クリミナル・マインド」
©	ABC	Studios

輸入車関心層 （推計人数：2,029,600人）

見ている番組 チャンネル 日付 平均接触率
（％）

歴史秘話ヒストリア ヒストリーチャンネル 6/17 3.16

名探偵コナンＴＶスペシャル アニマックス 4/16 3.04

プロ野球中継	中日×阪神 J	SPORTS	2 4/19 3.02

全米オープンゴルフ選手権 ゴルフネットワーク 6/18 2.24

名車再生！TOP5－アメ車 ディスカバリーチャンネル 4/17 2.11

欲しい商品・サービス ％ （全体比）

輸入乗用車 60.9（	+57.2pt）

ゴルフ用品（クラブ・ウエア等） 21.8（	+17.5pt）

スポーツタイプ乗用車 21.8（	+17.5pt）

関心をもっている広告 ％ （全体比）

乗用車 77.0（	+58.3pt）

オーディオ製品 26.4（	+17.6pt）

スポーツ用品 23.0（	+13.8pt）

輸入車に関心のあるリッチな人に

「名車再生」
Credit:	Discovery	Communications

「*」印は個人付帯調査データ（対象：13才以上）を世帯集計
集計期間は2017年6月5日（月）～6月18日（日）

プロファイルデータは13才以上の付帯調査協力者に絞り込んで集計
集計期間は2017年6月5日（月）～6月18日（日）

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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分析事例（子育て世帯）

1,061万世帯
（2016年6月調査時）

×

ペイテレビ視聴可能世帯

35.0％ × ＝

子育て世帯のシェア

91.43％
（2017年6月  2週間の累積）

累積到達率

約340万世帯

平均接触率
2017年6月調査

■世帯全体を上回る時間帯

  平日 土 日
 5時 0.88 2.62 1.56
 6時 2.43 2.98 4.87
 7時 2.99 4.80 5.24
 8時 2.51 8.41 4.90
 9時 3.19 8.25 4.69
 10時 3.40 7.39 6.22
 11時 3.29 8.05 7.90
 12時 2.83 7.99 6.73
 13時 4.15 7.37 8.17
 14時 3.97 6.63 7.63
 15時 4.15 7.71 8.44
 16時 4.57 7.05 9.35 ＝約193万世帯

（2016年6月調査時） 2017年6月
2週間の累積（　　　 ）

1,061万世帯×

ペイテレビ
視聴可能世帯

35.0% ×

子育て世帯の
シェア

51.90%

累積到達率

怪奇ゾーン グラビティフォールズ
（ディズニー・チャンネル）

アドベンチャー・タイム
（カートゥーンネットワーク）

妖怪ウォッチ
（キッズステーション）

「アドベンチャータイム」
TM & © 2017 Cartoon Network.

「妖怪ウォッチ」 ©L5/YWP・TX

子育て世帯では
特に「土曜日7～14時」
の接触率が高い

この時間帯の接触率の高い番組…

土曜日7～14時の
ペイテレビは

約193万世帯に届ける
パワーを持っている

■ 地上波計
■ 無料衛星放送計
■ ペイテレビ計

土曜日7～14時の子育て世帯の視聴シェア 2017年6月調査　土曜日7～14時の平均接触率からシェアを算出

0%
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7時台

85.0

10.8
4.2

8時台

80.7

17.6
1.7

9時台

76.8

22.2
1.0

10時台

69.6

26.5

3.9

11時台

64.0

32.0
4.0

12時台

70.6

23.6
5.8

13時台

73.4

21.4
5.2

9時台からペイテレビ視聴の
シェアが20％を超え、

11時台には32％に達する

　　　　　 　　　　　　　　 家族で見ることが多い
テレビ番組を見ているときは、チャンネルをあまり変えない

CS/BSペイテレビを…

　　　　　　　　　  テレビCMをよく見る
人気や流行を知るために広告には大いに関心がある

広告について…

　　　　　　　　　　　学習塾、レジャー施設、知育・学習・受験のための
通信教育、乗用車、育児・ベビー用品、家庭用テレビゲーム 

関心商品広告は…

積極的に情報を取りに行く
インターネットで情報収集することがよくある

休日は外出することが多い
スポーツをする以上は本格的に取り組みたい

見ている番組…
劇場版「名探偵コナン 紺碧の棺」（キッズステーション）
「Doraemon」（ディズニー・チャンネル）、「クレヨンしんちゃん」（テレ朝チャンネル1）
「おかしなガムボール」（カートゥーンネットワーク）

世帯年収は854.7万円

子育て世帯（15才以下あり）のボリューム

子育て世帯（15才以下あり）のペイテレビ視聴ゾーン

子育て世帯（15才以下あり）の世帯像

チャンネル紹介

【メインターゲット】	30～60代のビジネスパーソン、在日・訪日外国人ニュース

株式会社日本ケーブルテレビジョン（JCTV）	
〒106-0032	東京都港区六本木1-1-1	アーク放送センター
担当部署名：放送事業局	第1営業部	広告営業担当
担当部署TEL：03-3568-8227　担当部署FAX：03-3568-8307
http://www.jctv.co.jp/

CNNj

世界の最新情報を真っ先にお届けする24時
間国際ニュースと情報専門局。緊急速報はど
こよりも早く、あらゆるニュースの現場からライ
ブでお伝えします。毎日朝7時から深夜0時まで
は日本語同時通訳対応。また、英語字幕（オー
プン・キャプション）は英語学習に最適です。
『アンダーソン・クーパー360°』	CNNj	name	and	logo	™	and	©	2017	Cable	News	Network.

【メインターゲット】	ビジネスパーソン、個人投資家ニュース

株式会社日経CNBC
〒100-0004	東京都千代田区大手町1-9-7	大手町フィナンシャルシティ	サウスタワー5F
担当部署名：営業本部	広告部
担当部署TEL：03-6262-0841　担当部署FAX：03-3281-1112
http://www.nikkei-cnbc.co.jp/

日経CNBC

日経CNBCは、日本経済新聞の取材力
と米国CNBCが持つ世界規模のネット
ワークをフルに活かした24時間ノンス
トップのマーケット・経済専門チャンネル
です。株式や為替などグローバルマー
ケットの速報をはじめとする投資情報を、
ライブ＆コメンタリーで提供します。 『暁エクスプレス』

【メインターゲット】	ビジネスマン、ニュースを生活の一部としている人たちニュース

TBSニュースバード

株式会社TBSテレビ
〒107-8006	東京都港区赤坂5-3-6
担当部署名：ペイテレビ事業部
担当部署TEL：03-5571-2880　担当部署FAX：03-5571-2174
http://www.tbs.co.jp/newsbird/

JNN系列各局のネットワークによる情
報発信力をもとにライブ＆速報重視で
最新ニュース＆天気予報を365日お届
け！	プロ野球・千葉ロッテマリーンズ主
催公式戦全試合を完全生中継！

『ストレートニュース』

【メインターゲット】	20～60代のビジネスマンニュース

BBCワールド	ジャパン株式会社
〒100-0013	東京都千代田区霞が関3-2-6	東京倶楽部ビルディング10F
担当部署名：営業部
担当部署TEL：03-6205-0780　担当部署FAX：03-6205-0783
http://www.bbcworldnews-japan.com/

BBCワールドニュース

英国放送協会（BBC）の国際ニュースと
ドキュメンタリー専門局。中立報道で定
評あるBBC取材網からのレポートは世
界情勢をリアルタイムに伝えます。1日
16時間前後、朝から深夜まで二カ国語
放送を提供中。

©BBC	World	News

27	 CNNｊ
27	 TBSニュースバード
27	 日経CNBC
27	 BBCワールドニュース

28	 アニマルプラネット
28	 ディスカバリーチャンネル
28	 ナショジオ	ワイルド
28	 ナショナル	ジオグラフィック
28	 ヒストリーチャンネルTM		日本・世界の歴史＆エンタメ

28	 GAORA	SPORTS
28	 ゴルフネットワーク
28	 スカイA
29	 J	SPORTS	1
29	 J	SPORTS	2
29	 J	SPORTS	3
29	 J	SPORTS	4
29	 日テレジータス
29	 ＦＩＧＨＴＩＮＧ	ＴＶ	サムライ

29	 映画・チャンネルNECO
29	 ザ・シネマ
30	 シネフィルWOWOW
30	 スターチャンネル
30	 日本映画専門チャンネル
30	 V☆パラダイス
30	 FOXムービー
30	 ムービープラス

30	 AXN	海外ドラマ
30	 AXNミステリー
31	 時代劇専門チャンネル
31	 スーパー！ドラマＴＶ
31	 ファミリー劇場
31	 FOX
31	 FOXクラシック	名作ドラマ
31	 ホームドラマチャンネル		韓流・時代劇・国内ドラマ

31	 アニマックス
31	 海外アニメ！カートゥーン	ネットワーク
32	 キッズステーション
32	 ディズニーXD（エックスディー）	
32	 ディズニージュニア

32	 MTV
32	 歌謡ポップスチャンネル
32	 スペースシャワーTV
32	 ミュージック・エア
32	 MUSIC	ON！	TV（エムオン！）	

33	 アジアドラマチックTV★HD
33	 エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ
33	 KBS	World
33	 女性チャンネル♪	LaLa	TV
33	 チャンネル銀河		歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた
33	 ディズニー・チャンネル
33	 TBSチャンネル1		最新ドラマ・音楽・映画
33	 TBSチャンネル2		名作ドラマ・スポーツ・アニメ
34	 テレ朝チャンネル1		ドラマ・バラエティ・アニメ
34	 テレ朝チャンネル2		ニュース・情報・スポーツ
34	 日テレプラス		ドラマ・アニメ・音楽ライブ
34	 BSスカパー！
34	 フジテレビONE		スポーツ・バラエティ
34	 フジテレビTWO		ドラマ・アニメ
34	 フジテレビNEXT		ライブ・プレミアム
34		 FOXスポーツ＆エンターテイメント
35		 MONDO	TV
35	 WOWOWプライム
35	 WOWOWライブ
35	 WOWOWシネマ

35	 囲碁・将棋チャンネル
35	 アクトオンＴＶ◆大人の趣味とライフスタイル
35	 旅チャンネル
35	 釣りビジョン

ニュース

ドキュメンタリー

スポーツ

映　画

ド	ラ	マ

総合エンターテイメント

趣味・娯楽・教育・教養

ア	ニ	メ

音　楽C O N T E N T S

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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チャンネル紹介

【メインターゲット】 20～50代女性ドキュメンタリー

ディスカバリー・ジャパン株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館11F
担当部署名：アドセールス
担当部署TEL：03-5218-2711　担当部署FAX：03-5218-2701
http://animalplanet.jp/

アニマルプラネット

地球の「リアル」を追求する、世界最大級
の動物・自然チャンネル。自然、動物、人間
の営みを、美しく迫力のある映像でお届けし
ます。生きものが懸命に生きる姿は、見る者
を惹きつけ、感動と共感を呼び起こします。
ディスカバリーチャンネルの兄弟チャンネル
です。 Credit :Discovery Communications

【メインターゲット】 5～60才の男女ドキュメンタリー

FOXネットワークス株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア16F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5475-6735
http://natgeotv.jp/wild/

ナショジオ ワイルド

自然界の常識を覆す動物の生態から自然と
文化が織り成す神秘の世界まで、豊富な内
容でお届けする大自然・野生動物ドキュメンタ
リーチャンネル。最先端の撮影技術を駆使し
て映し出された素晴らしい映像と、感動的なス
トーリーで視聴者を未知なる自然体験へと誘
います。 ©Kevin Schafer/Minden Pictures/National Geographic Creative

【メインターゲット】 知識欲旺盛、かつアクティブな30代以上の男女ドキュメンタリー

ヒストリーチャンネル・ジャパン合同会社
〒105-0003 東京都港区西新橋2-35-2 ハビウル西新橋 12階
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-6450-1626　担当部署FAX：03-6435-6250
http://www.historychannel.co.jp

ヒストリーチャンネルTM 日本・世界の歴史＆エンタメ

165ヶ国、3億世帯以上で視聴されている世界
最大級の歴史エンターテイメント専門チャンネ
ル。古代文明からポップカルチャーまで幅広く網
羅し、歴史に隠された真実に迫りつつ、史実や
文化から見えてくる今と未来を“楽しみながら感
動する”独自の視点で伝える新感覚の歴史エン
ターテイメント。 ©2017 A&E Television Networks. All rights reserved.

【メインターゲット】 30～60代のゴルフファン・ゴルファースポーツ

ジュピターゴルフネットワーク株式会社
〒135-0064 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル6F
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
http://www.golfnetwork.co.jp

ゴルフネットワーク

“日本唯一のゴルフ専門チャンネル”。米 
PGAツアーを中心に、海外メジャー大会
の長時間ライブ中継、とことん１番ホー
ル生中継など国内トーナメントも放送。
初心者から上級者まで楽しめるレッスン
番組や、情報番組も充実。

©Getty Images

【メインターゲット】 20～50代男性ドキュメンタリー

ディスカバリー・ジャパン株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館11F
担当部署名：アドセールス
担当部署TEL：03-5218-2711　担当部署FAX：03-5218-2701
http://japan.discovery.com

ディスカバリーチャンネル

200以上の国・地域で放送されている世
界最大級のドキュメンタリーチャンネル。
科学的な視点で作られた多彩なドキュメ
ンタリー番組を放送しています。独自の綿
密な取材と撮影、高度なテクニックを駆
使した迫力の映像は、視聴者の知的好
奇心を満たし、発見の感動をお届けします。 Credit :Discovery Communications

【メインターゲット】 20～50代の知識欲旺盛な男女ドキュメンタリー

FOXネットワークス株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア16F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5475-6735
http://natgeotv.jp/tv/

ナショナル ジオグラフィック

知的好奇心を刺激し、感動を呼び起こ
す、世界最高峰のドキュメンタリー・チャ
ンネル。この世界のあらゆる謎を解明し、
人類がさらなる真理に近づくために、ナ
ショジオは未知の領域に挑み続けてい
ます。

©Cory Richards（slash）National Geographic Creative.

【メインターゲット】 20～30代の男女、40代以上の男性スポーツ

株式会社GAORA
（本社）〒531-0072 大阪市北区豊崎3-19-3 ピアスタワー10F
（東京支社）〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8クロス銀座6F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL ：（本社）06-6374-2006 （東京支社）03-3569-1239
担当部署FAX ：（本社）06-6374-0900 （東京支社）03-3569-1232
http://www.gaora.co.jp

GAORA SPORTS

ラインアップの幅広さで選ぶならGAORA 
SPORTS！
プロ野球（阪神・北海道日本ハム）をプ
レーボールからゲームセットまで完全中継！
男子世界テニスツアー（ATP）、プロレス・
格闘技、モータースポーツ、Vリーグ、フィ
ギュアスケート、サッカー、ゴルフなど様 な々スポーツをお届け。 Photo:Getty Images

【メインターゲット】 20～30代男女、40代以上の男性スポーツ

株式会社スカイ・エー
（大阪本社）〒553-0003 大阪市福島区福島2-4-3 ABCアネックス5F
（東京支社）〒104-8011 東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞東京本社新館11F
担当部署名：コンテンツビジネス局 営業部
担当部署TEL：（大阪）06-6452-1161　（東京）03-5550-0871
担当部署FAX：（大阪）06-6452-1222　（東京）03-5550-0873
http://www.sky-a.co.jp

スカイA

スカイAは虎バン主義。プロ野球阪神タ
イガース主催試合、キャンプなど関連番
組を徹底放送！ゴルフは国内50大会以
上を放送！その他ボウリング、クライミン
グなどバラエティに富んだ内容でお届け
しています。
『スカイA ゴルフシリーズ2017』 Photo：Getty Images

【メインターゲット】 20～30代男女、40～50代男性スポーツ

株式会社ジェイ･スポーツ
〒135-8668 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
http://www.jsports.co.jp

J SPORTS 1

プロ野球中継（広島・楽天）や、国内（日本
代表・トップリーグ・大学・高校）や海外（スー
パーラグビー・代表テストマッチ）ラグビー、ア
ルペンやモーグルなどスキー、卓球・バドミン
トン・柔道等国内外の中継が充実。※2017

年実績 『ジャパンラグビー トップリーグ17/18』
©2017, JRFU Photo by S.IDA  Photo by Yuuri Tanimoto

【メインターゲット】 20～30代男女、40～50代男性スポーツ

株式会社ジェイ･スポーツ
〒135-8668 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
http://www.jsports.co.jp

J SPORTS 3

プロ野球中継（オリックス・楽天）やMLB、
スーパーフォーミュラ・WRC・WEC・
WTCC・スーパーバイク等モーター、B
リーグ、スキージャンプ、WWEロウ・スマッ
クダウン、柔道、ドキュメンタリーも充実。
※2017年実績

『WRC世界ラリー選手権2017』 ©トヨタ自動車

【メインターゲット】 20～50代の男性スポーツ

日本テレビ放送網株式会社
〒105-7444 東京都港区東新橋1-6-1
担当部署名：有料放送事業部
担当部署TEL： 03-6215-3033　担当部署FAX：03-6215-3035
http://www.ntv.co.jp/G/

日テレジータス

プロ野球巨人主催試合を完全中継。試合前後にはそ
の試合のチーム情報をお届けする、プレゲームショーと
ポストゲームショーを放送中。ゴルフは国内男女14大会

（メジャー・シニア大会含む）を放送。その他、NFLスー
パーボウル、高校サッカー、箱根駅伝など超豪華ソフト
が目白押し！

2017©YOMIURI GIANTS 菅野智之選手

【メインターゲット】 20～30代男女、40～50代男性スポーツ

株式会社ジェイ･スポーツ
〒135-8668 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
http://www.jsports.co.jp

J SPORTS 2

プロ野球中継（中日・楽天）や、プレミアリー
グ、インターナショナルチャンピオンズカップ
などサッカー中継、フットサルFリーグ、デイ
リーサッカーニュースFoot！などサッカー番
組、高校バスケ中継が充実。※2017年実績

『17/18 イングランド プレミアリーグ』
写真：アフロ

【メインターゲット】 20～30代男女、40～50代男性スポーツ

株式会社ジェイ･スポーツ
〒135-8668 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
http://www.jsports.co.jp

J SPORTS 4

MLB、プレミアリーグ、インターナショナル
チャンピオンズカップ、ツール・ド・フランス
などサイクルロードレース、SUPER GTな
どモータースポーツ、フィギュアスケート等
注目のスポーツを長時間生中継。※2017

年実績 『Cycle＊2017 ツール・ド・フランス』
©Yuzuru SUNADA

【メインターゲット】 プロレス・格闘技を愛するすべての人スポーツ

スカパーJSAT株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-14
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-5571-7298　担当部署FAX：03-5571-1753
http://www.samurai-tv.com

FIGHTING TV サムライ

プロレス・格闘技の注目大会を毎月生
中継！最新情報をいち早くお届けします。
その他、生放送のニュース、1996年サ
ムライTV開局以降を中心としたアーカ
イブ映像や、人気選手出演のオリジナ
ル番組で最強ラインナップ！

棚橋弘至vs永田裕志 ©新日本プロレスリング

【メインターゲット】 映画・ドラマ好きの20～60代の男女映　画

日活株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷3-28-12
担当部署名：メディア事業部門 営業部広告営業チーム
担当部署TEL：03-5689-1029　担当部署FAX：03-5689-1046
http://www.necoweb.com/neco/

映画・チャンネルＮＥＣＯ

邦画の最新ヒット作・話題作を中心に、石
原裕次郎主演作など日活作品をはじめと
するクラシック作品も充実のラインナップ！ 
レアなドキュメンタリーやドラマ、2Hサスペン
ス、アニメのほか、オリジナルのバラエティ
番組も豊富で、家族全員で楽しめて、マニ
アも納得のエンターテイメント・チャンネルです！ ©2017「闇の法執行人」製作委員会

【メインターゲット】 20～60代の男女映　画

株式会社東北新社
〒107-8460 東京都港区赤坂4-8-10
担当部署名：デジタルメディア事業部 営業部 広告営業
担当部署TEL：03-5414-0312　担当部署FAX：03-5414-8847
http://www.thecinema.jp

ザ・シネマ

「もう放送するの!?」というハリウッドの新作から、
「何度やっていてもついつい見てしまう」という
お馴染みの人気作、さらにはここでしか見られな
いソフト未発売の希少作まで24時間放送中。
映画専門チャンネル ザ・シネマは王道＋激レア
作品をお届けします！ 2017年11月ほか放送『大脱出』
Escape Plan © 2013, Artwork & Supplementary Materials © 2014 Summit Entertainment, LLC.  All Rights Reserved.

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、CAB-Jホームページで
ご覧いただけます。 　http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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【メインターゲット】 20～60代男女映　画

日本映画放送株式会社
〒100-8450 東京都千代田区有楽町1-1-3 東京宝塚ビル15F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-3580-3723　担当部署FAX：03-3580-3730
https://www.nihon-eiga.com/

日本映画専門チャンネル

往年の名作から最新の話題作まで、あらゆる世
代が楽しめる日本映画や国内ドラマを放送中。
TV初となるメガヒット作を中心にお届けする看板
企画「日曜邦画劇場」や、勝新太郎・市川雷蔵
の代表作をお送りする「カツライス劇場」など、バ
ラエティに富んだ特集企画の数々は必見です。
2017年10月・11月ほか放送『あゝ 、荒野<完全版>』（R-15） ©2017『あゝ 、荒野』フィルムパートナーズ

【メインターゲット】 オールターゲット映　画

ジュピターエンタテインメント株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
http://www.movieplus.jp

ムービープラス

加入世帯数最大級の映画チャンネル。ハリ
ウッド・アクション大作やシリーズ一挙放送
をHD/5.1chでお届け！ 人気声優吹替版
も充実。さらに、カンヌ映画祭独占、スター
来日番組など、映画の感動が盛りだくさん！

『マイ・インターン』 © Warner Bros. Entertainment Inc.2017年12月ほか

【メインターゲット】 40代以上の男女ド ラ マ

株式会社ミステリチャンネル
〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー17F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-5402-1937　担当部署FAX：03-5402-1711
http://mystery.co.jp/

AXN ミステリー

世界各国の上質なドラマをお届けする日本唯
一のミステリー専門チャンネル。英国の本格ミス
テリーや米国の最新作、人気小説が原作の日
本のミステリーまで、選りすぐりのミステリードラ
マが集結！

『SHERLOCK シャーロック』Robert Viglasky & Robert John © 2014 Hartswood Films Ltd.

【メインターゲット】 40～50代の男性映　画

株式会社スター・チャンネル
〒105-6050 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー23F
担当部署名：広告営業
担当部署TEL：03-6403-3656　担当部署FAX：03-6403-3698
http://www.star-ch.jp

スターチャンネル

最新メガヒット映画から不朽の名作、日本唯一
の吹替専門チャンネルによる吹替作品の数 な々
ど、映画専門チャンネルならではの多様なライン
ナップを編成。また、『ゲーム・オブ・スローンズ』な
どの映画級のクオリティの話題の海外ドラマも、
最新シーズンを独占日本初放送でお届け！『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』

© 2017 Warner Bros. Ent.  Harry Potter and Fantastic Beasts Publishing Rights © JKR

【メインターゲット】 30～60代の男女映　画

FOXネットワークス株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア16F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5475-6735
http://tv.foxjapan.com/movies/

名作からエッジの効いた話題作まで、すべての人に
エンターテイメントをお贈りする映画チャンネル。キ
レのあるアクション、鼓動高鳴るサスペンスなど、他
では見られない驚きのラインナップであなたの五感
を刺激します。

『ライオンハート』 © 1990 IMPERIAL ENTERTAINMENT.

FOXムービー

【メインターゲット】 30～50代の男女ド ラ マ

株式会社AXN ジャパン
〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー17F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-5402-1937　担当部署FAX：03-5402-1711
http://axn.co.jp/

AXN 海外ドラマ

ハリウッドの超大作を中心に、最新の海外
ドラマを24時間オンエア！ 全米で絶大な
人気を誇り、すでにスピンオフが3作品製
作されている話題作『シカゴ・ファイア』な
ど最新作を日本独占初放送。全米高視
聴率の人気シリーズを多数ラインナップ。
『シカゴ・ファイア』© 2012 OPEN 4 BUSINESS PRODUCTIONS LLC. All Rights Reserved.

【メインターゲット】 40代以上の男女ド ラ マ

日本映画放送株式会社
〒100-8450 東京都千代田区有楽町1-1-3 東京宝塚ビル15F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-3580-3723　担当部署FAX：03-3580-3730
https://www.jidaigeki.com/

『鬼平犯科帳』『剣客商売』『暴れん坊将軍』『遠山の
金さん』『必殺』シリーズなど時代劇だけを毎日放送中！
さらに、時代劇専門チャンネルだけでしか見られない、新
作オリジナル時代劇も毎年制作。2017年は藤沢周平
の名作時代小説『橋ものがたり』から3篇を映像化。

『鬼平犯科帳』毎週日曜あさ9時ほか放送 ©松竹

時代劇専門チャンネル

【メインターゲット】 海外志向が強く、何事にも意欲的な（アグレッシブな）20代以上の男女ド ラ マ

株式会社スーパーネットワーク
〒107-8627 東京都港区赤坂4-8-14 赤坂坂東ビル
担当部署名：広告部
担当部署TEL：03-5414-2963　担当部署FAX：03-5414-5218
http://www.superdramatv.com/

スーパー！ドラマＴＶ

視聴可能世帯数日本最大の海外ドラマ専門
チャンネル！ 『MACGYVER/マクガイバー』

『SCORPION/スコーピオン』『ブラックリスト』
『クリミナル・マインド』『刑事コロンボ』など、話
題の最新作から誰もが知っている名作・傑作
まで、世界中から本格海外ドラマをセレクトして
放送。 『MACGYVER/マクガイバー』 ©MMXVII CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

【メインターゲット】 10～40代のアグレッシブな男女ド ラ マ

FOXネットワークス株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア16F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5475-6735
http://tv.foxjapan.com/fox/

FOX

全米のゴールデンタイムで放送中の大
人気ドラマやバラエティー番組等、最強
のエンターテイメントを最速でお届け。世
界同時放送の『ウォーキング・デッド』や

『NCIS ～ネイビー犯罪捜査班』といった
大ヒットシリーズをどこよりも早くオンエア。 『ウォーキング・デッド』シーズン8  
THE WALKING DEAD TM & ©2017 FOX and its related entities. All rights reserved.©2017 AMC Networks Inc.

【メインターゲット】 30～60代ド ラ マ

松竹ブロードキャスティング株式会社
〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル5F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-5250-2327　担当部署FAX：03-5250-2324
http://www.homedrama-ch.com/

ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ

韓国ドラマ、時代劇、国内ドラマの初放送
や人気作品を毎日放送。さらに、話題の
K-POPや人気のバラエティ番組も日本初
放送でゾクゾク登場！ ご家族みんなで楽し
めるドラマ専門チャンネルです。

『鬼平犯科帳』©松竹

【メインターゲット】 12才以下の子どもおよびその保護者ア ニ メ

ターナージャパン株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル11F
担当部署名：メディア ソリューションズ部
担当部署TEL：03-6381-0712　担当部署FAX：03-6381-0702
http://www.cartoonnetwork.jp

海外アニメ！カートゥーン ネットワーク

カートゥーン ネットワークでは、『トムとジェリー』『ルー
ニーテューンズ・ショー』をはじめとする永遠の名作か
ら、オリジナル制作の『パワーパフ ガールズ』『アドベ
ンチャー・タイム』『おかしなガムボール』など世界中か
ら優良な番組をお届けしています。世界192カ国以
上で放送、約3億7,000万世帯が視聴する世界最
大級のアニメ専門チャンネル。『アドベンチャー・タイム』 TM & © 2017 Cartoon Network.

【メインターゲット】 30～40代男女とその家族である子供と両親ド ラ マ

株式会社東北新社
〒107-8460 東京都港区赤坂4-8-10
担当部署名：デジタルメディア事業部 営業部 広告営業
担当部署TEL：03-5414-0312　担当部署FAX：03-5414-8847
http://www.fami-geki.com/

ファミリー劇場

王道のドラマ・アニメ・バラエティからちょっと変化球なオカル
ト・声優・クイズ・コスプレまで、あなたを未知の楽しさで満たす
番組が満載！『西部警察』『連続テレビ小説 ごちそうさん』

『アルプスの少女ハイジ』『ウルトラセブン』『ドリフ大爆笑』な
ど地上波系列の垣根を越えた新旧名作、AKB48や人気若
手声優が出演するオリジナル番組などを放送。家族全員が
楽しめるチャンネルです。『連続テレビ小説  ごちそうさん』 ©NHK

【メインターゲット】 知的好奇心が高い40代以上の男女ド ラ マ

FOXネットワークス株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア16F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5475-6735
http://tv.foxjapan.com/classics/

FOXが贈るクラシック・ドラマ・チャンネル。『大草原の小さ
な家』や『ナイトライダー』といった往年の名作から、『X−
ファイル』『アリー my Love』『セックス・アンド・ザ・シティ』
のようなセミ・クラシック作品まで、爆発的人気を誇った、何
度でも観たくなる名作海外ドラマを厳選してお届けします。

『大草原の小さな家』
©1974 1975 NBC Studios, Inc. All Rights Reserved.

FOXクラシック 名作ドラマ

【メインターゲット】 未就学児から４０代男女までのオールターゲットア ニ メ

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン
〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー17F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-5402-1937　担当部署FAX：03-5402-1711
http://www.animax.co.jp

アニマックス

世代を超えた不朽の名作から最新のTVシリーズ、劇場版やOVA、そしてオリ
ジナルアニメまで、あらゆるジャンルのアニメー
ションを24時間ノンストップで放送。『ドラゴン
ボール』『ちびまる子ちゃん』『名探偵コナン』
など、大人から子供まで家族全員が楽しめる、
豪華なラインナップをお届け！

『名探偵コナン』 ©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS1996

チャンネル紹介

【メインターゲット】 30代以上の男性映　画

株式会社ヒューマックスコミュニケーションズ
〒162-0067 東京都新宿区富久町9-11
担当部署名：映像事業部 営業グループ
担当部署TEL：03-3351-1183　担当部署FAX：03-3351-1415
http://www.vpara.com/

V☆パラダイス

任侠・アクション・金融ドラマ・セクシーなど
ジャンル多彩なVシネ、人気女優やタレント
が出演したお宝映画、プロ雀士から著名人
まで登場する麻雀対局、パチンコ・パチスロ
の実践攻略、旬な作品がどこよりも豊富な
グラビア、そしてバラエティ番組など豪華な
ラインナップ！ ©V☆パラダイス

【メインターゲット】 映画を愛するすべての人映　画

株式会社WOWOWプラス
〒105-6026 東京都港区虎ノ門4-3-1
担当部署名：営業局 広告営業部
担当部署TEL：03-6702-0243　担当部署FAX：03-6702-0249
http://www.cinefilwowow.com

シネフィルWOWOW

名作にこだわり、厳選した映画・ドラマを放送す
る名画専門チャンネルです。劇場ヒット作から
不朽の名作まで、世界の名画を高画質で放送。
WOWOWの＜連続ドラマW＞、英国ドラマなど、
見ごたえのあるドラマシリーズもお楽しみいただ
けます。 「インディ・ジョーンズ」シリーズ一挙

『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』
TM & © 2008, 2017 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、CAB-Jホームページで
ご覧いただけます。 　http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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【メインターゲット】 6～12才のキッズとその家族ア ニ メ

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
〒105-6355 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ
担当部署名：テレビジョン プラットフォーム・セールス&アフィリエイト・マーケティング
担当部署TEL：03-6752-2830　担当部署FAX：03-6752-5630
http://www.DisneyXD.jp

ディズニーXD（エックスディー）

世界のヒーローから強烈ギャグまでシゲキ
たっぷりの毎日をお届け！！ 「スター・ウォー
ズ」や「マーベル」をはじめ、最強で最高に
カッコイイ、世界中のヒーローが大集結！腹
筋直撃の強烈ギャグやとんでも騒動をブチ
かます、おかしなヤツらもゾクゾク登場！ ワク
ワクも爆笑も、キミの“見たい”がザックザク！！ 『ピクルスとピーナッツ』 © Disney

【メインターゲット】 10代後半～40代の男女音　楽

株式会社スペースシャワーネットワーク
〒106-8011 東京都港区六本木3-16-35
担当部署名：メディア戦略本部 広告営業部
担当部署TEL：03-3585-3202　担当部署FAX：03-3585-3369
http://www.spaceshowertv.com

スペースシャワーTV

邦楽ロック&ポップスを中心に邦楽ヒット曲か
ら幅広くシーンを網羅する日本最大の音楽専
門チャンネル。人気アーティストの特番&ライ
ブ、最新チャート、充実のミュージックビデオ、
チケット先行予約等、強力番組満載であらゆ
る音楽ファンを虜にします。

ポルノグラフィティ / SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2017

【メインターゲット】 10～40代の男女音　楽

株式会社エムオン・エンタテインメント
〒106-8531 東京都港区六本木3-16-33 青葉六本木ビル
担当部署名：ビジネス・プランニング部
担当部署TEL：03-5549-7587　担当部署FAX：03-5549-7744
http://www.m-on.jp/

MUSIC ON! TV（エムオン！）

ライブ見るならエムオン!で!!
MUSIC ON! TV（エムオン!）は、ライブコンテ
ンツやアーティスト特番が充実！ J-POPや
K-POP、アイドル、アニソンなど、さまざまな
ジャンルを網羅。「みんなの見たい・知りたい」
を、満足させる幅広い番組を絶賛放送中！

『リスアニ！LIVE 2017』Kalafina × LiSA

【メインターゲット】 2～7才のキッズとその家族ア ニ メ

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
〒105-6355 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ
担当部署名：テレビジョン プラットフォーム・セールス&アフィリエイト・マーケティング
担当部署TEL：03-6752-2830　担当部署FAX：03-6752-5630
http://www.disneyjunior.jp/junior/

ディズニージュニア

「ディズニージュニア」は、世界で展開されるディズニーのキッズブランド。
『ミッキーマウスとロードレーサーズ』や『ちいさなプ
リンセス ソフィア』など小さなお子さま向けの番組
を24時間365日お届けする専門チャンネルです。
大好きなキャラクター達を通じて、子どもたちの感
性や好奇心、考える力を育み、二か国語放送で
は楽しみながら英語に触れることが出来ます。『ミッキーマウスとロードレーサーズ』 © Disney

【メインターゲット】 40代以上の男女音　楽

株式会社WOWOWプラス
〒105-6026 東京都港区虎ノ門4-3-1
担当部署名：営業局 広告営業部
担当部署TEL：03-6702-0243　担当部署FAX：03-6702-0249
http://www.kayopops.jp

聴きたい歌が ここにある。
演歌、60～90年代前半のアイドル、フォーク
ソング、ポップス、ロックなどの名曲をたっぷり
お届けする日本で唯一の歌謡曲専門チャン
ネル。演歌最新情報、懐かしの名番組から伝
説のコンサートまで、はりきって放送中!

山内惠介 ファンクラブ限定LIVE『惠音楽会 SCENE15』

歌謡ポップスチャンネル

【メインターゲット】 30代以上の男女音　楽

株式会社アトス・インターナショナル
〒107-0062 東京都港区南青山2-6-9
担当部署名：営業部 広告営業グループ
担当部署TEL：03-5771-7531　担当部署FAX：03-5771-7547
http://www.musicair.co.jp

洋・邦トップアーティストのライヴ・コンサートなど、ロック、ジャズ、クラシックを中心とし
た様々なジャンルの良質な音楽を、24時間お楽
しみいただけます。さらに、他では見られないオリ
ジナル・ライヴや、ビッグ・アーティストへのインタ
ビュー、人気海外音楽番組シリーズ、楽器情報
やインストラクションなど豊富なラインナップが目
白押し!! イギー・ポップ：ロック・レジェンズ Provided by 3DD Entertainment

ミュージック・エア

【メインターゲット】 30～50代の女性総合エンターテイメント

ソネットエンタテインメント株式会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-10-11 原宿ソフィアビル2F
担当部署名：広告営業
担当部署TEL：03-6712-6841　担当部署FAX：03-6712-6846
http://www.so-netme.co.jp/adtv/

アジアドラマチックTV★HD

韓流・華流ドラマ＆映画を中心に厳選アジアエ
ンタメが大集合！ オリジナルにこだわるファンの
ため、話題作をノーカット、途中CM無し＆字幕
版でお届け。定番の人気作やエッジの効いた
良作、アジアで密かなブームのBL（ボーイズラ
ブ）作品も放送するオンリーワンチャンネル！

© STUDIO DRAGON CORPORATION

【メインターゲット】 30～50代の男女を中心としたオールターゲット総合エンターテイメント

名古屋テレビネクスト株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座6-2-3 Ｄaiwa銀座アネックスビル6Ｆ
担当部署名：放送営業部
担当部署TEL：03-6228-5750　担当部署FAX：03-5537-0111
http://www.entermeitele.com

エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ

人気雀士オールスター戦『天空麻雀』、
激アツ『パチスロ～ライフ』、最恐ホラー・
オカルト『超ムーの世界』『怪談のシーハ
ナ』ほかディープな番組満載！ 毎月新作
ゾクゾクのグラビア、任侠映画！話題作
充実の韓国ドラマも！ やんちゃな大人の
刺激的エンタメ！ ©エンタメ～テレ

【メインターゲット】 30代を中心とした女性全般総合エンターテイメント

ジュピターエンタテインメント株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN館
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
http://www.lala.tv

女性チャンネル♪ LaLa TV

女性チャンネル♪LaLa TVは、女性のライ
フスタイルに寄り添った、女性共感No.1
チャンネル。国内外のドラマ、韓流・K-POP、
音楽ライブ、料理・美容・旅などのライフスタ
イル番組など、魅力的で多彩なラインナップ
が満載！

 ©女性チャンネル♪LaLa TV

【メインターゲット】 40代以上の大人世代総合エンターテイメント

チャンネル銀河株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館
担当部署名：株式会社ジュピターテレコム 広告事業本部 広告営業部
担当部署TEL：03-6365-8454　担当部署FAX：03-6365-8132
http://www.ch-ginga.jp

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

NHK大河ドラマを始め、中国『王女未央
-BIOU-』、トルコ『オスマン帝国外伝』等の
日本初放送を含む世界各国の歴史ドラマ
から、『松本清張サスペンス』等の国内ドラ
マやNHKの豪華歌謡番組まで、大人世代
の番組をバランスよく編成！

© Tims Productions

【メインターゲット】 30～40代の女性を中心とした、全世代をターゲット総合エンターテイメント

株式会社ＴＢＳテレビ
〒107-8006 東京都港区赤坂5-3-6
担当部署名：ペイテレビ事業部
担当部署TEL：03-5571-2880　担当部署FAX：03-5571-2174
http://www.tbs.co.jp/tbs-ch

TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画

TBSの人気番組満載！ 下町ロケット、
SPEC、JIN、渡鬼、水戸黄門、AKB48グ
ループ＆乃木坂46オリジナルバラエティ、
最新音楽ライブ、アニメ＆特撮、プロ野球
完全生中継、映画、韓ドラ＆K-POPも！

『SPEC～警視庁公安部公安第五課
未詳事件特別対策係事件簿～』

【メインターゲット】 30～50代総合エンターテイメント

KBS JAPAN株式会社 
〒107-0052 東京都港区赤坂5-5-13 赤坂周山ビル2F、5F 
担当部署名：マーケティング部
担当部署TEL：03-3568-7791　担当部署FAX：03-3568-7749
http://www.kbsworld.ne.jp

KBS World

韓国K B Sの人気韓流ドラマを始め、最新
K-POPと韓流スター情報をキャッチできる音
楽バラエティ、選りすぐりの高品格ドキュメンタ
リー、リアルタイムニュースなど、今の韓国を24
時間楽しめる韓国総合エンターテインメント
チャンネル。

©KBS

【メインターゲット】 4～12才のキッズとその家族総合エンターテイメント

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
〒105-6355 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ
担当部署名：テレビジョン プラットフォーム・セールス&アフィリエイト・マーケティング
担当部署TEL：03-6752-2830　担当部署FAX：03-6752-5630
http://www.disneychannel.jp

ディズニー・チャンネル

アニメーションはもちろん、映画やドラマ、子
どもの情操を育む番組など、ディズニーなら
ではの良質なコンテンツをお届け！ さらに最
新映画の特別映像や世界のディズニー
テーマパーク、注目グッズなど、ディズニーの
最新情報も。二カ国語放送でリアルな英語
も学べます！『ラプンツェル ザ･シリーズ』 © Disney

【メインターゲット】 未就学児童からアニメファンまでア ニ メ

株式会社キッズステーション
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-4-16 神宮前M-SQUARE 4F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-6327-2612　担当部署FAX：03-5474-8962
http://www.kids-station.com

キッズステーション

アンパンマン、ポケモン、妖怪ウォッチの
アニメを毎日放送！ 未就学児向けオリジ
ナル子ども番組『ハピクラ』や、ご家族で
お楽しみいただける名作、『銀魂』などの
人気作・話題作、夜は大人が楽しめる懐
かしの秀逸作など、時間帯にあわせてお
届けしている“こども・アニメ専門チャンネル”。 ©L5/YWP・TX

【メインターゲット】 15～34才の男女音　楽

バイアコム・ネットワークス・ジャパン株式会社
〒105-6006 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー6F
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-6870-7750　担当部署FAX：03-6870-7732
http://www.mtvjapan.com

160カ国以上で視聴されている世界最大級
のユース向け音楽＆エンターテインメント専門
チャンネル。洋楽・邦楽の最新ヒットチャートや
国内外のビッグアーティストのライブ映像など、
音楽やアーティストに関連する多彩なコンテン
ツを日本オリジナル編成で24時間放送中。

『MTV VMA 2016』アリアナ・グランデ  Photo:Getty Images

MTV

チャンネル紹介

【メインターゲット】 30～50代の男女を中心とした、全世代をターゲット総合エンターテイメント

株式会社ＴＢＳテレビ
〒107-8006 東京都港区赤坂5-3-6
担当部署名：ペイテレビ事業部
担当部署TEL：03-5571-2880　担当部署FAX：03-5571-2174
http://www.tbs.co.jp/tbs-ch

TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ

プロ野球・横浜DeNA主催公式戦を完
全生中継！ フィギュア・ボクシング・ゴルフ
などスポーツ充実！ 金八先生、スクール・
ウォーズなどの名作ドラマ＆時代劇から、
けいおん！などの大ヒットアニメまで毎日一
挙放送！

『3年B組金八先生』シリーズ

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、CAB-Jホームページで
ご覧いただけます。 　http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社テレビ朝日
〒106-8001 東京都港区六本木6-9-1
担当部署名：総合編成局 CS事業部
担当部署TEL：03-6406-1942  担当部署FAX：03-3405-3513　
http://tv-asahi.co.jp/ch/

テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ

超人気ドラマ『相棒』、『科捜研の女』シ
リーズ！ 毎日放送中の『ドラえもん』や
『クレヨンしんちゃん』。さらに豪華アー
ティストが続々登場する『EXシアター
TV LIVE』など名作厳選エンタメチャン
ネル！

『ドラえもん』 ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社CS日本
〒105-7422 東京都港区東新橋1-6-1 日テレタワー22F
担当部署名：営業局 広告営業部
担当部署TEL:03-5226-0674  担当部署FAX:03-5537-5775
http://www.nitteleplus.com

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ

ドラマ・アニメ・音楽・バラエティ・スポーツ
…最新作から名作まで日テレの番組が満
載！ 地上波スピンオフ作品など、ここでしか
見られないオリジナル番組も充実。家族み
んなが楽しめる日テレ系エンタメチャンネル。

『名探偵コナン』
©青山剛昌/小学館・読売テレビ・TMS 1996

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社フジテレビジョン
〒137-8088 東京都港区台場2-4-8
担当部署名：総合事業局 コンテンツ事業センター コンテンツ事業室 ペイTV事業部
担当部署TEL：03-5500-9641　担当部署FAX：03-5500-9649
http://otn.fujitv.co.jp

フジテレビTWO ドラマ・アニメ

埼玉西武ライオンズ主催試合を全戦
完全生中継！
さらに、『ワンピース』『ドラゴンボール』な
ど人気アニメや地上波ドラマリピート、
韓流ドラマに加えフジテレビTWOオリジ
ナルドラマも充実。これは目が離せない！
『ワンピース』 ©尾田栄一郎／集英社･フジテレビ･東映アニメーション

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

FOXネットワークス株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア16F
担当部署名：アドセールス本部
担当部署TEL：03-5475-6735
http://tv.foxjapan.com/fse/

FOXスポーツ＆エンターテイメント

スポーツ＆エンターテイメントであなたのラ
イフスタイルを豊かにするチャンネル。ス
ポーツ中継やリアリティショー、海外ドラマ、
映画など多彩なジャンルを通して、いまだ
かつてない感動や興奮をお届けします！

©Fukuoka SoftBank HAWKS Corp. All Rights Reserved.

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社テレビ朝日
〒106-8001 東京都港区六本木6-9-1
担当部署名：総合編成局 CS事業部
担当部署TEL：03-6406-1942  担当部署FAX：03-3405-3513　
http://tv-asahi.co.jp/ch/

テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ

サッカー、プロレス、水泳やフィギュアス
ケートなどスポーツ盛りだくさん！ さらに、
オリジナル報道番組『津田大介 日本に
プラス』や名作アニメ、ドラマ、時代劇も
放送中！

©新日本プロレス

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社フジテレビジョン
〒137-8088 東京都港区台場2-4-8
担当部署名：総合事業局 コンテンツ事業センター コンテンツ事業室 ペイTV事業部
担当部署TEL：03-5500-9641　担当部署FAX：03-5500-9649
http://otn.fujitv.co.jp

フジテレビONE スポーツ・バラエティ

今季も東京ヤクルト主催試合を全戦完
全生中継！
さらに、『プロ野球ニュース』『競馬予想
TV！』『ゲームセンターCX』『われめDE
ポン』など、オリジナルのスポーツ番組、
バラエティ番組がぎっしり！
『SWALLOWS BASEBALL L!VE 2017』 ©ヤクルト球団

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社フジテレビジョン
〒137-8088 東京都港区台場2-4-8
担当部署名：総合事業局 コンテンツ事業センター コンテンツ事業室 ペイTV事業部
担当部署TEL：03-5500-9641　担当部署FAX：03-5500-9649
http://otn.fujitv.co.jp

フジテレビNEXT ライブ・プレミアム

F1グランプリ、海外サッカーなど世界最
高峰のスポーツ中継から、『坂崎幸之助
のももいろフォーク村』や各種音楽フェ
ス、K-POPライブなど、プレミアム感たっ
ぷりのドキドキチャンネル！

『2017 F1グランプリ』 ©金子博

【メインターゲット】 主に30～60代の男性中心総合エンターテイメント

ターナージャパン株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル
担当部署名：メディア ソリューションズ部
担当部署TEL：03-6381-0712　担当部署FAX：03-6381-0702
http://www.mondotv.jp

MONDO TV

ディープに迫るサブカルチャー、話題のグラビ
アアイドル、人気プロの麻雀対局、パチンコ・
パチスロの必勝法、バラエティに富んだ作品
が充実のVシネマ、他では見られないオリジ
ナル番組が満載！ オトコを満たすMONDO 
TV。

『モンド麻雀プロリーグ 第15回女流モンド杯』 TM & © 2017 Turner Japan

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社WOWOW
住所 〒107-6121 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル21F
担当部署名：エンターテインメントビジネス局 イベントビジネス部
担当部署TEL：03-4330-8160　担当部署FAX：03-4330-8161
http://www.wowow.co.jp

BS-9チャンネルを押すだけで、あなたは日常
から解放されます。映画、ドラマ、スポーツ、音
楽など、あらゆるエンターテインメントを世界中
から選び抜いてお届け。ここには毎日、出会い
があります。

『エレメンタリー5 ホームズ＆ワトソン in NY』
2017年10月以降放送 ©2017 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

WOWOWプライム

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社WOWOW
〒107-6121 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル21F
担当部署名：エンターテインメントビジネス局 イベントビジネス部
担当部署TEL：03-4330-8160　担当部署FAX：03-4330-8161
http://www.wowow.co.jp

映画さえあれば幸せ。他の何より映画
が好き。そんな気持ちにこたえる洋画、
邦画、名画だけの24時間映画専門
チャンネルです。年間1,500本のうち約
700本が初放送。映画のある人生をお
くりませんか。

『トリプルX：再起動』 2017年10月以降放送 ©2017 Paramount Pictures.

WOWOWシネマ

【メインターゲット】 30代後半～50代趣味・娯楽・教育・教養

株式会社ジュピタービジュアルコミュニケーションズ
〒101-0021 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館
担当部署名：コンテンツプロデュースグループ
担当部署TEL：03-6365-8400　担当部署FAX：03-6365-8023
http://www.actontv.com

アクトオンTV◆大人の趣味とライフスタイル

新車や新築住宅、リゾート物件、クルーズ商
品から投資情報まで、よりよい生活を実現
するための情報番組を放送中。情報紹介に
とどまらず番組に連動したカタログ請求など
で、視聴者の行動を引き出す「結果を出せ
る」チャンネルです。WEB内での映像展開
など、二次活用のプランも豊富にご用意。 片山右京の車談シリーズ

カーレビュー

【メインターゲット】 自然を愛するすべての人趣味・娯楽・教育・教養

株式会社釣りビジョン
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-9-2 フジエステイト新宿第1ビル7F
担当部署名：編成制作管理部
担当部署TEL：03-3373-9753　担当部署FAX：03-3373-5617
http://www.fishing-v.jp/

釣りビジョン

未だ見ぬ魚たちとの出会いを釣り人へ。
豊かな水辺の風景を、自然を愛する全
ての人へ。美しい自然の映像が生み出
す感動と興奮を、365日様々な釣り番
組をお届けする日本で唯一の釣り専門
チャンネルです。

『SALT Dreamer』

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

株式会社WOWOW
〒107-6121 東京都港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル21F
担当部署名：エンターテインメントビジネス局 イベントビジネス部
担当部署TEL：03-4330-8160　担当部署FAX：03-4330-8161
http://www.wowow.co.jp

WOWOWライブ

本当はその場にいたい、という方のために、ス
ポーツと音楽とステージの現場から、感動と興
奮をそのままお届けします。最高のライブエン
ターテインメントを体感してください。きっと忘れら
れない瞬間になるはずです。

『エキサイトマッチ～世界プロボクシング』
2017年10月以降放送（上段左より）ローマン・ゴンサレス、マニー・パッキャオ、ゲンナディ・ゴロフキン、

（下段左より）三浦隆司、サウル・カネロ・アルバレス、ホルヘ・リナレス ©NAOKI FUKUDA

【メインターゲット】 50代以上の男性中心趣味・娯楽・教育・教養

株式会社囲碁将棋チャンネル
〒107-8460 東京都港区赤坂4-8-10
担当部署名：株式会社東北新社 デジタルメディア事業部 営業部 広告営業
担当部署TEL：03-5414-0312　担当部署FAX：03-5414-8847
http://www.igoshogi.net

囲碁・将棋チャンネル

今、子どもの教育、躾けにも効果を期待され
ている囲碁と将棋。このチャンネルは、入
門・初級者に対する講座はもちろん、高段
者に対してもタイトル戦の棋譜解説など棋
力向上のための番組が充実。毎日囲碁と
将棋がたっぷり楽しめます。
（生放送）第26期『銀河戦』予選 平藤眞吾七段 vs 藤井聡太四段 ©囲碁・将棋チャンネル

【メインターゲット】 30～60代女性、50～60代男性趣味・娯楽・教育・教養

ターナージャパン株式会社
〒104-0061 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル 
担当部署名：メディア ソリューションズ部
担当部署TEL：03-6381-0712　担当部署FAX：03-6381-0702
http://www.tabichan.jp

旅チャンネル

世界中の魅力溢れる旅の映像をお届けす
る日本で唯一の旅専門チャンネル。旅チャ
ンネルは、夢に描いていた楽しい場所への
パスポート！ 海外・温泉・紀行・情報など多彩
なジャンルの番組は、知的好奇心を満たし、
心を癒すひとときをご提供します。
『榊原郁恵の町のお嬢さん』 TM & © 2017 Turner Japan

チャンネル紹介

【メインターゲット】 オールターゲット総合エンターテイメント

スカパーJSAT株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂1-14-14
担当部署名：広告営業部
担当部署TEL：03-5571-7298　担当部署FAX：03-5571-1753
http://www.skyperfectv.co.jp

BSスカパー！

スカパー！のチャンネルを契約した方は
全員無料で視聴できるオリジナルチャン
ネル。地上波では体験できないオリジナ
ル番組や国内外のスペシャルなアーチス
トのライブ、話題のスポーツ中継など、コ
コロ動くコンテンツをお届けします。

写真：アフロ

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、CAB-Jホームページで
ご覧いただけます。 　http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索


