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BS12スペシャル
「村本大輔はなぜテレビから消えたのか？」
BS12 トゥエルビ（ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社）

© BS12 トゥエルビ

グ ランプリ授 賞 に つ い て

審査員長

吉岡 忍 氏

ノンフィクション 作 家

コロナ禍は、閉塞した現在を生きる視聴者の知的欲求に応えていない、
というテレビの弱点をあらためて明らかにした。
たしかに膨大な情報は伝えているが、
それを読み解き、
ときには泣き、怒り、笑い飛ばして暮らしの質感に転化する力が、
いまのテレビにはない。村本大輔はその弱みに気づいてしまった芸人である。彼は3.11被災地や原発事故の現場、
都会の雑踏や地方の過疎地を歩き、現場と情報の目のくらむような落差を肌身に感じながら、あらたな笑いをつくり出
そうと呻吟している。ニューヨークへ飛び、夢中で習い覚えた英語で小さな舞台に立つ姿からも、
その必死さが伝わって
くる。彼の言葉のいちいちを〝政治的発言〟などと忌避する日本のテレビに、われわれの未来を預けるわけにはいか
ない。
自粛や忖度によって切り縮められた笑いの無力さを突き、
テレビの弱点を突き抜けようとするテレビ――その可能
性に賭ける村本と制作者に拍手を送りたい。
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新型コロナウイルスに全世界が翻弄されるなか、今年も衛星放送協会

審査員長

オリジナル番組アワード授賞式を開催することができました。皆様のご理

テレビは半世紀を経て、マスメディアの頂点へと登り詰めた。
だが、視界が

解とご支援に御礼申し上げます。

開けたとたん、
そこに広がっていたのは、万人向けの番組では捉えられな

厳しい環境の中で、
オンラインを活用したイベントの開催や番組制作

吉岡 忍

など、制作者の知恵と技術を駆使した実験的な試みによって、新時代

ノンフィクション作家

が切り開かれつつあります。苦難のなかで重ねた試行錯誤が新たな価値
を生み、
テレビ界の発展につながるものと期待しております。
今年も多くの素晴らしい作品が結集し、充実のアワードとなりました。
コロナ
禍の環境下で審査に当たられた一次審査員、最終審査員の皆様に御礼
申し上げます。

い世界の現実だった。専門性、探求、先鋭、執着……さまざまに深く、広く、
尖った放送でなければ、新しい現実に拮抗できない。私たち審査員は、
世界の新しい次元に目を凝らしながら、
そこをつかみ取ろうとする新しい
放送人の意欲と苦闘に光を当てようと考えた。
テレビの次の半世紀を切り拓く萌芽が、
ここにある。

衛星放送協会
会長

小野 直路

番組部門 審査員

最後に、今年も特別協賛をいただきましたスカパーJSAT株式会社様、
JCOM株式会社様、協賛の株式会社角川アスキー総合研究所様、全国
農業協同組合連合会様、CAB-J賞協賛の株式会社ADKマーケティング・
ソリューションズ様、株式会社電通様、株式会社博報堂ＤＹメディアパート
ナーズ様の力強いお支えに心より感謝申し上げご挨拶といたします。

石井 彰

音 好宏

島田 真

田中 早苗

宮崎 美紀子

放送作家

上智大学 文学部
新聞学科 教授

株式会社文藝春秋
執行役員
ライツビジネス局長

弁護士

東京新聞
社会部 記者

私が担当して３回目のアワードです。
目標は、
「ますます、知名度アップ！」

編成企画部門 審査員

コロナ禍で、世界は激変。在宅の時間も増えました。
われわれCS・BSに何ができるのか。地上波とは違った専門性の高い画
作り、独自のアイデアの数々。規模は小さいながらも攻めた番組作りで、
視聴者の皆様に少しでも笑顔になってほしい。
こんな時だからこそ、良質の番組を茶の間にお届けしたい。
それが、われわれCS・BSチャンネルの願いです。
そのための、発表の場です。みんなの希望のアワードなんです。
コロナに負けない、素敵なアイデアあふれたアワードを、ぜひお楽しみくだ

衛星放送協会
理事・アワード委員長

森本 茂樹

さい。

授賞式番組の放送予定

「グランプリ決定！ 衛星放送・オリジナル番組アワード！ 受賞作品はこれだ！」

BSスカパー！

10/3（日）19：00〜19：30

ほか

J:COMプレミアチャンネル

10/1（金）19：00〜19：30

ほか

岡 浩紀

尾前 勝

後藤 洋平

丸山 進

スカパーJSAT株式会社
カスタマーリレーション部
コミュニケーション設計
チーム長

JCOM株式会社
放送事業部
マガジン編成グループ 編集長

朝日新聞東京本社
文化くらし報道部
編集委員

毎日新聞社 学芸部 副部長

※敬称略 五十音順

特別協賛

スカパーJSAT株式会社

協

JCOM株式会社

賛

株式会社角川アスキー総合研究所

全国農業協同組合連合会

CAB-J賞協賛

株式会社ADKマーケティング・
ソリューションズ

株式会社電通

1

株式会社博報堂DY
メディアパートナーズ

11th ORIGINAL PROGRAM AWARD 2021

受賞作品一覧
グランプリ

番組部門
番組部門 6 ジャンルの最優秀賞から選定し発表
ドラマ
ドキュメンタリー

番組部門
最優秀賞

奨励賞

中

継

連続ドラマW コールドケース3 〜真実の扉〜（WOWOWプライム）
BS12スペシャル「村本大輔はなぜテレビから消えたのか？」

サンウルブズ ライブトレーニング フィジカルチャンピオンシップ

（ J SPORTS 2 ）

文化・教養

劇場の灯を消すな！Bunkamuraシアターコクーン編
松尾スズキプレゼンツ アクリル演劇祭（WOWOWライブ）

バラエティ

魔改造の夜（NHK

ミニ番組

名探偵のお弁当（AXNミステリー）

ドラマ

編成企画部門
最優秀賞
番宣部門
最優秀賞
CAB−J賞

最優秀賞

連続ドラマW
コールドケース３ 〜真実の扉〜

（ BS12 トゥエルビ ）

BSプレミアム）

心霊マスターテープ2 〜念写〜（エンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ）

文化・教養より

審査員長賞

ドラマ

町田樹のスポーツアカデミア
【Dialogue：研究者、
スポーツを斬る②】〜音楽神経科学〜
慶應義塾大学 環境情報学部 藤井進也准教授 （ J SPORTS

ＷＯＷＯＷプライム
（株式会社ＷＯＷＯＷ）

【企画意図】

【作品内容】

シーズン１から３までを製作した6年間、我々は常に向

第一、二話：小児性犯罪の前科者がビルから

上心を持って作品作りに挑んできました。中でも本

突き落とされるという事件が発生し、石川百

作は“モノづくりの継承”を大切にした作品です。
シー

合らは現場に急行する。遺体の衣服に残され

ズン１で撮影助手だった人が本作ではカメラマンに

た携帯電話に、9年前自分の息子を殺害した

なり、助監督だった人が監督になるなど、
ドラマ作りを

罪で逮捕され服役を終えた日向秀樹から着

継承しながら、互いを高め合ったことが作品のクオリ

信が入る。秀樹は冤罪を訴え、息子を殺した

ティーにも直結しました。
この“継承”こそが、
モノづくり

犯人を捜し続ける、
とさらなる殺害を予告す

の世界では最も大切にするべきことだと思っています。

る。秀樹の息子は、臓器移植法改正後、心臓
移植で命を救われた奇跡の子として世間で

4）

注目されていた。心臓移植の闇、
そして小児
性犯罪という二つの重いテーマを真正面か

『鉄道発見伝』“番組コミュニティ”の発想から番組づくり！
〜コロナ禍、
自然災害続きの日本に、”元気”と”友情”を届けよう〜

ら描いた作品。第十話：死んだ娘に瓜二つの

（日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ）

少女を見かけたとパニックを起こした女性・
菱田千鶴が捜査一課を訪ねてくる。虐待問題

天皇杯 JFA 全日本選手権クラシックス 番宣

（ J SPORTS 1 / J SPORTS 2 / J SPORTS 3 / J SPORTS 4 ）

を主人公の心の成長と共に描いた作品。

© WOWOW/Warner Bros. Intl TV Production

flumpool × QUICPay コラボレーション企画（スペースシャワーTV）
審査員講評

音 好宏 氏

上智大学 文学部 新聞学科 教授

未解決凶悪犯罪（＝コールドケース）
を担当する捜査チームの活躍を描いた米国の人気テレビ・ドラマシリーズのリメイ

特別表彰

ク作品だが、
日本版も今回で3シーズン目。吉田羊が演ずる主人公・石川百合の凜とした刑事役を筆頭に、実力派俳優
陣としっかりとした脚本に加え、第2シーズンからは、日本版オリジナル・ストーリーも加わり、
リメイク版とは思わせない

和崎 信哉
衛星放送協会
元会長

2010年に衛星放送協会会長に就任し、
オリジナルコンテンツの制作推進
と、専門チャンネルならではの番組を全国に周知させようと、2011年に
「オリ

「ドラマW」
らしい刑事ドラマである。米国ドラマシリーズにありがちな説明部分をそぎ落としたジェットコースター的展開
も少なく、登場人物の人間関係、
その心情が丁寧に描かれており、見応えある作品である。

ジナル番組アワード」
を創設。今日まで衛星放送の発展に寄与された功績
を称え表彰します。

2
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番組部門

ドキュメンタリー

最優秀賞

番組部門

BS12スペシャル
「村本大輔はなぜテレビから消えたのか？」

BS12 トゥエルビ（ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社）

【制作意図】

【作品内容】

中継

最優秀賞

サンウルブズ ライブトレーニング
フィジカルチャンピオンシップ

J SPORTS 2（株式会社 ジェイ・スポーツ）

【制作意図】

【作品内容】

放送業界では政治的発言をする芸能人は“難しい”と

ウーマンラッシュアワー・村本大輔。2013年

多国籍にわたる選手たちが所属するサンウルブズが、

スーパーラグビー2020に参戦していた日本唯

言われています。
しかし、本当にそうなのでしょうか…？

「THE MANZAI」で優勝し、
テレビに引っ

新型コロナウイルスの拡大によって離れ離れになってし

一のチームであるサンウルブズのオンライント

村本さんを通して、放送業界にいる自分自身が原点に

張りだこになったが、原発や沖縄の基地問

まったチームの結束を図るために、
チーム内で企画され

レーニングをライブ放送。視聴者が選手と一

立ち返って、
テレビというメディアについて改めて考え

題などを漫才のネタにし始めた頃からテレ

たオンライントレーニング。
サンウルブズの試合を見られ

緒に実施できるトレーニングもあり、
トップア

たいと思い、
この番組を企画しました。SNSの発達に

ビ出演が激減。2020年のテレビ出演はたっ

なくなったファンも寂しいのは一緒との思いから、
放送・

スリートの選手たちの体力の凄さを実感す

よって誰もが影響力を持つ世の中になりましたが、一

た１本。彼はジャーナリストさながら福島や

配信・SNSあらゆるツールを通じて、
チームとファンの合

ることもでき、普段あまり見られないチームト

方でSNSの反応を心配するあまり、社会が萎縮する現

沖 縄などに足を運び 、生の声を聞いて回

同トレーニングという形にかえて、
ライブで繋いだ企画。

レーニングの様子や苦しむ選手たちの表情

在の風潮も危険なのではないかと思ったことも企画

る。
そして、笑いに変え続けた。常に笑いの

を見るのもファンとしては楽しみの一つ。
ライ

した理由です。

ネタを探し続ける彼に番組は密着。さらに

ブ放送であるため、視聴者からのコメントや

村本がテレビから消えた理由を関係者に取

質問に選手たちが直接答えてくれるのもファ

材。見えてきたのは、
テレビの制作現場に漂

ンにはうれしい瞬間。
フィジカルチャンピオン

う空気、
そして社会におけるお笑いの役割

シップでは、体力自慢の応募者の中から選

と可能性だ。彼はなぜテレビから消えたの

考された視聴者が、同じメニューでサンウル

か村本大輔という芸人を通して、
テレビとい

ブズ選手に挑戦する。

うメディアを見つめ直す。
© BS12 トゥエルビ

審査員講評

音 好宏 氏

上智大学 文学部 新聞学科 教授

審査員講評

島田 真 氏

株式会社文藝春秋 執行役員 ライツビジネス局長

「THE MANZAI 2013」
で優勝し、
「 M1グランプリ」
でも準決勝に進出するなど、お笑い芸人としての実力は高く評価さ

コロナ禍のなか、世界に散らばったチームメートをZoomで結んで、視聴者がトレーニングに参加できる異色の中継番

れ、一時期は、毎日のようにテレビ画面に出ていたウーマンラッシュアワー・村本大輔さんは、
なぜテレビから姿を消して

組です。決して美しいとはいえない映像、
とぎれとぎれの音声、通信の不具合による進行の停滞と、下手をすれば放送

いったのか。村本さんが扱うネタが変化するなかで、
テレビの制作現場は、
どのように村本さんに向き合おうとしたの

事故ととられかねないところのある番組ですが、
そこから様々なものが見えてきました。自宅でくつろぐ選手とその家

か。村本さんに密着することで、村本さんを起用できないテレビ放送とは何なのかを突き詰めていくと、現代日本のテレ

族の様子、参加したファンと選手のフランクな交流。何より、選手と一緒に自分も体を動かしてみると、
その楽しさは思

ビ放送の限界と課題が浮き彫りになっていく。

いがけないものでした。声に合わせて共に体を動かす喜びを、思い出すことができました。
通信と放送を組み合わせて、世界各地から同時生中継するという冒険的な試みでもあります。
コロナの時代を逆手に
取った、新しい放送へのチャレンジとしても評価しました。

4
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番組部門

文化・教養

番組部門

劇場の灯を消すな！
Bunkamuraシアターコクーン編
松尾スズキプレゼンツ アクリル演劇祭

最優秀賞

WOWOWライブ（株式会社ＷＯＷＯＷ）

バラエティ

最優秀賞

魔改造の夜

NHK BSプレミアム
（日本放送協会）

【制作意図】

【作品内容】

【制作意図】

【作品内容】

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて公演中

オープニングは、松尾スズキが軽快に踊りな

「魔改造の夜」は、超一流エンジニアたちが極限の

「魔改造の夜」
に招かれたのは３チーム。
日本

止が続いていた劇場において、
オリジナル番組を制作

がら劇場へ入っていくシーンから始まる。舞

アイデアとテクニックを競う、全く新しい技術開発エン

の最高峰Ｔ大工学部、東京下町工場の星・

するWOWOWの演劇プロジェクト。1991年の開局以

台には「マツノボクス」
と名付けられたアクリ

ターテインメント番 組 。魔 改 造とは“ 子どものおも

Ｈ野製作所、そして日本屈指の自動車メー

来、演劇を中継してきたWOWOWが劇場で演劇人と

ルボックスが用意され 、演者は皆その中で

ちゃ”や、“日常使用の家電”をえげつないパワーに

カーＴ社が三つ巴で対決。お題は、
『 ポップ

何かできることはないかと企画。
その第一弾として

歌い・踊り・演じるという、
ソーシャルディスタ

する大人げない改造のこと。魔改造倶楽部主催の

アップトースターで食パンをどこまで天高く上

Bunkamuraシアターコクーンを舞台に芸術監督を松

ンスを考慮した新しい試み。観客は松尾ス

夜会に、
日本を代表する３組の技術者チームをご招

空に飛ばせるか』、
そして
『子犬の歩くワンちゃ

尾スズキ氏が務め、劇場スタッフ、
テレビスタッフが協

ズキ一人だけ。歌コーナーは、
ミュージカル

待。奇想天外な着想、抜群の技術力、おもちゃや家

んを凄まじい速さにしての25ｍ疾走レース』。

業して制作した劇場愛あふれるエンターテインメント

『キレイ』
より代表曲4曲、
『もっと泣いてよフ

電が“モンスター”に。夢中な大人たちに爆笑し感

各チームの魔改造はまさに３者３様、元のおも

動、未来を輝かせる発想満載。

ちゃや家電とは、全く違う姿の“モンスター”に

番組を緊急編成した。

ラッパー』
より松たか子による
「スウィング・メ
モリー」。
プロジェクト共通企画である朗読

変貌させる。魔を宿らせる禁断の改造ドキュメ

劇井上ひさし
「十二人の手紙」
よりは、大竹

ントと、“怪しい魔界”で開催される夜会での

しのぶと中 村 勘 九 郎の豪 華 共 演 。そのほ

対決本番。食パンが見えないほど天高く舞

か、書き下ろしアクリル演劇「ゾンビVSマク

い、おもちゃのワンちゃんが驚異のスピードで

ベス夫人」、アクリル剣劇、対談、劇場案内

爆走する。超一流の大人たちの本気対決は、

コーナーなど。

超大興奮の世界！

撮影：宮川舞子

審査員講評

石井 彰 氏

放送作家

新型コロナウイルスの感染拡大により、演劇や音楽の公演中止が続き、劇場は瀕死の状況にあえいでいる。シアター

審査員講評

宮崎 美紀子 氏

東京新聞 社会部 記者

「魔改造」のタイトルに偽りなし。首の皮以外は別のロボットになってしまったワンちゃん、巨大装置の一部と化したトース

コクーン芸術監督松尾スズキをたった一人の観客として上演された、歌と踊りと朗読の素敵なショー。感染防止のた

ター。
こちらの想像をはるかに上回る改造ぶりに引き込まれた。大学、町工場、世界的大企業という取り合わせもいい。

めに作られたアクリルボックスの四角い箱まで逆手に取って踊りの小道具として使いこなし、拍手の効果音まで見せ

大人とは全く違うアプローチをする大学生、思い切りが良くチャレンジ精神にあふれた町工場、実用的で安定性がある

てしまう＝遊び心あふれる姿勢が、視聴者に「劇場は死んでいない」
という大切なメッセージを伝えた。急きょ編成・

世界的大企業と、
それぞれの特色がよく出ていた。見ればバレバレなのに敢えて企業名を伏せ字にしたのはＮＨＫのセ

放送した放送局、出演者、
そしてすべてのスタッフに、スタンディングオベーションを贈りたい。コロナ禍にあきらめな

ルフパロディか。技術バラエティの成否を決めるのは「人」だ。真っすぐで負けず嫌いで仲間思いで、心の片隅に悪魔を

い、何もしないのではなく、出来ることの可能性を楽しく見せてくれた祭りでした。

飼っている技術者の魅力が、
この番組の最大の見どころである。

6
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番組部門

ミニ番組

番組部門

名探偵のお弁当

最優秀賞

ドラマ

奨励賞

AXNミステリー（株式会社ミステリチャンネル）

心霊マスターテープ 2 〜念写〜

エンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ（名古屋テレビネクスト株式会社）

【制作意図】

【作品内容】

【制作意図】

【作品内容】

ミステリーの魅力は謎解きだけではない。
ミステリー専

主人公・源道寺醍醐は、
ミステリーと食を愛

心霊ドキュメンタリーと呼ばれるコンテンツに関わる人

心霊・ホラー関係者が大集結するエンタメ〜

門チャンネルならではのミステリーの楽しみ方を視聴者

する私立探偵。彼の趣味は推理小説に登場

たちが実名、本人役で出演した前作が、SNSで大きな

テレオリジナルホラー第２弾！見たら呪われ

に知っていただくことを目的に、
食を通じてミステリーの

する料理を再現し、
それを身近なレシピにア

話題となり、作品自体も好評だったので、同様の方向

る念写写真の謎に迫る心霊ディレクターの元

世界を体感し、親しんでもらいたいと願い企画した番

レンジしたお弁当を作ること。再現レシピと

性で続編を制作しました。＃１では登場しませんが、心

に届けられた古い映像。
そこには見たら呪

組。推理小説に登場する風変りな料理にフォーカスし、

弁当アレンジレシピの紹介とともに、
テーマと

霊系YouTuber等ネットで活躍している方々と大々的

われる念写写真が映し出されていた！心霊

その料理の再現とともに、
日本人の味覚に合わせてア

なった推理小説と、
その歴史的背景、食文

にコラボレーションを実施。公開収録やスピオンオフ

ドキュメンタリー作品の現場スタッフ達が一

レンジしたレシピを紹介する。
ミステリーの世界を味覚

化にも触れていく。第1話では、名探偵シャー

配信を行い、多角的にホラーファンが楽しめるよう努

堂に会し話題となったオリジナルホラードラ

で体感いただくことを目指した全5話のシリーズ。

ロック・ホームズの短編「緑柱石の宝冠」
に登

めました。
内容も前作に劣らぬよう、
物語を練りました。

マ
「心霊マスターテープ」の続編。寺内康太

場する、ホームズが捜査に持参したロースト

郎、涼本奈緒、岩澤宏樹、古賀奏一郎、杉本

ビーフサンドイッチを再現する。
これをもとに、

笑美、菊池宣秀、徳丸大介、YouTubeで絶

醍醐が日本人の味覚に合わせアレンジした

大なる人気を誇るゾゾゾらが続投。
そして、

ローストビーフサンドイッチ３種をご紹介。
ま

新たに川居尚美、金田萌黄、舞城モアサ、夏

た、番組では、英国とローストビーフの歴史的

目大一朗、更には新規心霊YouTuberも出

背景も紹介していく。番組のナビゲーターは

演。先の読めないストーリー、スピーディーな

醍醐の相棒・柴犬のジョン。

© 2021 Mystery Channel Inc.

審査員講評

田中 早苗 氏

展開で見る者を引き付ける！
© エンタメ〜テレ

弁護士

審査員講評

ミステリー専門チャンネルなのに、料理紹介番組。
シャーロック・ホームズが捜査に持参したローストビーフサンドイッチを再

宮崎 美紀子 氏

東京新聞 社会部 記者

誰が本物で誰が俳優なのか分からない。
どこまでが現実に即した設定で、
どこからがフィクションなのかも分からない。

現する。
その趣向が面白い。
そして、番組のナビゲーターが柴犬のジョンだったり、
ホームズの紹介が紙人形だったり、
クロ

「心霊ディレクター」
「 心霊ドキュメンタリー界隈」
「オカルト系YouTuber」
など馴染みのない用語が、
ごく当たり前の言葉と

テッドクリームを塗るのが真っ平の木べらだったり、
タイマーがダックスフントの形だったり、弁当箱も多彩で、随所に作り手

して出てくる。
そんな不思議な世界観に戸惑いながらも、謎解きから目が離せなくなった。壮大な謎を追っているのに

の趣味の良さを感じさせる。
日本人の味覚に合わせアレンジしたレシピを紹介し、更にひねりを利かしている。調理や料理

１話30分×６話できちんと完結するサイズ感もいい。映画界にはホラー出身の監督も多く、
日本のホラーは「Ｊホラー」
と

の映像も趣があり、美しい。何しろ美味しそうで、食欲を刺激する。
そして、
カットひとつひとつが丁寧に編集されていて、僅か

して世界で一定の評価を得ている。
また地上波では扱いにくいジャンルのオカルトも、有料放送ならチャンネルの個性に

な時間なのに、充実した満ち足りた気持ちにさせられる品格ある番組。

なり得る。様々な可能性を感じさせてくれた。
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編成企画部門

町田樹のスポーツアカデミア

審査員長賞

【 D ia logue：研究者、スポーツを斬る②】
〜 音楽神経科学〜
慶應義塾大学 環境情報学部 藤井進也准教授

J SPORTS 4（株式会社 ジェイ・スポーツ）

【制作意図】

【作品内容】

研究×スポーツをコンセプトにスポーツをする・みる・

元フィギュアスケーターで現在は國學院大

支える全ての方々に最先端かつ広範な情報を届ける

學の助 教を務める町 田 樹 氏が、テーマに

番組。競技結果などの「するスポーツ」
に対して
「みる

沿って多角的に分析する最先端のアカデ

スポーツ」
「支えるスポーツ」
がクローズアップされない

ミーコンテンツ。今回はスポーツ科学のトッ

現在に一石を投じるため、準備したテーマはルポル

プランナーから学ぶダイアログ、音 楽 神 経

タージュ、
アーカイブ、
ダイアログの３つ。

科 学 の 第 一 人 者である慶 応 大 学 藤 井 准

生活様式が変容していく今、
スポーツはいかにあるべ

教授を迎える。
４時間に及んだ対談から導

きか？この番組を通じてスポーツ界の将来を皆さんと

き出された論点とは？そしてパフォーマンス

共に考えていく。

とエビデンスを駆使し
「世界最速ドラマー」

最優秀賞

『鉄道発見伝』
番組コミュニティ”の発想から番組づくり！

〜コロナ禍、
自然災害続きの日本に、“元気”と“友情”を届けよう〜

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ（株式会社CS日本）
【企画意図】

【作品内容】

【番組７年間でできたコミュニティの発想で、番組を

「番組コミュニティの発想＆行動を番組に！」
から

創る１年間に挑戦】

は、素敵な企画が誕生！

番組が軸にしたのは「視聴者、鉄道会社が集う“番

【番組コミュニティが、豪雨災害からローカル鉄
道を救った！】
（12月ＯＡ）

組コミュニティ”」。
８年目、
コロナで取材困難な中、皆から上がる声は、

7月豪雨で被災したくま川鉄道（熊本）
にすぐ駆

『会えないからこそ、
皆で協力して、
励まし合おう！』

け付け、奇跡的に1両を復活させたのは、番組コ

そこでSNSの時代、
その声に応えた番組シリーズ展

ミュニティの一員である若桜鉄道（鳥取）谷口さ

開に挑戦。取材する側される側ではなく、
ＣＳ番組こ

ん。10月に被災状況取材と同時に、奇跡の復活

そが「皆が集える、協力し合える場」
になってみよう！

の感動秘話を公開。
【全国57鉄道事業者からの励ましのVメッセージ】
（6月ＯＡ）

5月、
コロナ緊急事態下、各社から全国を励ます

をスポーツ科学で丸裸にします。スポーツに

Ｖメッセージを送りたいという声があがり、
呼びか

携わるすべての人々とスポーツ科学に興味
を抱く若き人 材 達はこの番 組を見て何を
思うのか？脳をフル回 転させながら、展 開
される濃厚トークから自分なりの答えを発
見してもらいたい。

けたところ、全国57社からメッセージが届き、1本
にしてＯＡ
（＋配信）
。全国で大きな反響、
話題に。

© CS日テレ

審査員講評

岡 浩紀 氏

尾前 勝 氏

スカパーJSAT株式会社 カスタマーリレーション部
コミュニケーション設計チーム長

長年にわたり全国の鉄道各社を丁寧に取材することで、単なる
「鉄道愛番

この度は、受賞され誠におめでとうございます。
審査員講評

吉岡 忍 氏

ノンフィクション作家

収録場所も設備も簡素、出演者も2人だけ。
しかし、
そこから運動と音楽と脳の知られざる関係へと話題は進んでいく。
身体活動と文化活動（音楽）は別物だろうという思い込みは覆され、
ヒトの脳の運動領野が音を聴いたときにも活発に
動いていることが示される。シンプルなスタジオだからこそ、
その不思議さが際立ってくる。音を楽しむ脳機能の中に、
ヒト

組」
に留まらず、番組を鉄道各社間の
「コミュニケーションツール」
にまで昇華

この時期だからこそ、番組スタッフ、出演者が視聴者に届けたいテーマで

させたことは、衛星放送ならではの番組の可能性を大きく広げたと感じる。

ある
「元気と友情」
がとても感じられる番組になっていました。

後藤 洋平 氏

JCOM株式会社 放送事業部
マガジン編成グループ 編集長

このように番組を通じて、各カテゴリーの関係者や視聴者との強固なコミュ
ニティを形成していくことは、衛星放送番組の理想であると同時に、今後の
衛星放送が生き残るひとつの道ではないかとも考えている。

朝日新聞東京本社 文化くらし報道部 編集委員

満場一致、といっても過言では無い審査だった。特筆したいのは、この番

丸山 進 氏

組が単なる「テツ向け」ではなく、社会性を帯びていることだ。全国各地

毎日新聞社 学芸部 副部長

がヒトである条件があるという発見は、人間とは何か、
という哲学的問いを解く鍵にもなる。

のローカル鉄道を取り上げる視線は愛にあふれ、番組自体が各鉄道会社

ＢＳ・ＣＳに鉄道番組は数多くあるが、
これだけ鉄道会社の社員が出演

スポーツ専門局が〝ニューロミュージック〟
を手がかりに脳科学の最先端へと踏み込み、斬新な人間観を提示すると同時

のネットワークづくりに貢献してきたことが分かる。災害に遭った鉄道会

している番組は例がない。取材範囲は全国に及び、放送開始から8年も

社に、他県の鉄道会社社員が駆けつけて救いの手を伸ばすといったこと

満たないのに各地の鉄道会社と関係を築き上げ、横のつながりまで作

は、この番組が存在していたからこそ実現したのではなかろうか。コア支

り上げたことは、
くま川鉄道と若桜鉄道を結び付けたところに象徴的に

に、新たな番組分野を切り開いた功績を称えたい。

10

持層の心を摑み、そこから更にファンを広げようとする試みは衛星放送な

表れている。番組は、東日本大震災からの復興に取り組む三陸鉄道か

らでは姿勢だ。2013年から続くこの番組が、
いまだ受賞していなかったこと

ら始まったが、
その初心を忘れずに「災害」
というテーマにも向き合い続

に驚きを隠せなかった。

けていることも高く評価したい。
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番宣部門

最優秀賞

天皇杯 JFA 全日本選手権
クラシックス 番宣

J SPORTS 1/J SPORTS 2/J SPORTS 3/J SPORTS 4（株式会社ジェイ・スポーツ）

【企画意図】

【作品内容】

flumpool × QUICPay
コラボレーション企画

CAB - J賞

スペースシャワーTV（株式会社スペースシャワーネットワーク）

【企画意図】

【作品内容】

既に結果が分かっている古い試合をもう一度放送する

サイプレス上野、SANABAGUNの岩間俊樹

電子決済サービス
「QUICPay」の利用促進を目的

電 子 決 済サービス「 Q U I C P a y 」の利 用 促

という番組の性質上、番宣ではその試合の見方や魅

a.k.a リベラル 、
そしてNONA REEVESの

に、
タイアップアーティスト
「flumpool」
が主演するオリ

進を目的に、タイアップアーティストである

力、
そして時代背景を説明した。
さらにはリングに向かう

西寺郷太という豪華な３人のアーティストが、

ジナルの冠番組を企画制作して放映。
また、番組放

「flumpool」が主演するオリジナルの冠番組

プロレスラーの入場曲のような高揚感のある番宣にし

このために歌詞を書き下ろしたオリジナル楽

映に先立って関連動画を制作しYouTubeで配信す

を制作。アットホームな新年会というテーマ

たいと思い、
ハイテンポなトラックにオリジナルの歌詞を

曲。
クオリティーの高さもさることながら、
アー

るなど、
ターゲットである若い音楽ファンに向けて多

で、J POPカルタなどのミニゲームに挑戦し、
ス

のせることで、天皇杯という伝統のある大会をグルー

ティスト本人がVTRにも出演したことで普段

角的にコンテンツを展開。

タッフが用意した罰ゲームで盛り上がるメン

ヴィーなRAPで語るギャップを楽しんでいただきたかった。

のJ SPORTSの放送ではあまり見ることの

バー。
本編内にQUICPayにちなんだ連動企画

できない、音楽専門チャンネルと見間違える

を盛り込むことで、
番組の面白さを損なうことな

ような番宣が完成した。

くサービスの魅力を訴求。
また、本番組の放送

曲 の 歌 詞と試 合 映 像 がうまく溶け 込 み 、

に先立って、YouTube用の配信番組や5分番

SNS上でもこの番宣をきっかけに、
その試合

組を展開。Twitter等のSNSを活用したクイズ

を思い出したり懐かしむサポーターたちから

も実施するなど、
スペースシャワーTV視聴者以

大きな反響があった。

外のファンにもリーチを広げキャンペーン効果
を増幅した。flumpoolとQUICPayの魅力を最
大限に引き出したオリジナルコンテンツとなった。

Ⓒ J SPORTS

投 票 会 員 各 社 選 評 （抜粋）

審査員講評

◎過去の試合をもう一度見せるという難題を、視聴者に響くラップの切り口で見たい動機付けになっている。
リリックの内
容もポイントを押さえており、他の試合も見たいと思った。
◎試合の見どころをオリジナルの歌詞でラップ調の曲に映像を重ね合わせた新しい切り口の番宣が印象的。当時、出
場したストライカーをCMのフロアDに起用したところまで手が込んでいた。
◎アーカイブコンテンツのキュレーションを目的としたPRとして、
コンセプトを明確に強く表現することに成功していた。
レペゼンサッカーの思いが熱をもって伝わってくる、
ラップならではの偶然性をはらんだスリルと緊張感も楽しい
良作です。
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滝山 正夫 氏

衛星放送協会 副会長

CAB-J会長

第3回となった今年のCAB-J賞は、
「スペースシャワーTV」が、音楽専門チャンネルならではの強みを存分に発揮した
「flumpool×QUICPayコラボレーション企画」が受賞しました。数々のヒット曲やCMソングでもお馴染みの人気ロックバ
ンド
「flumpool」
を起用し、
メンバーがスマホにインストールしたQUICPayアプリを利用して買い物をするという、
なにげな
いバラエティの様な映像を通じて、QUICPayサービスが丁寧に訴求されています。YouTube生配信やSNSを活用した
番組への誘導なども組み合わせた、音楽ファンを引き付けるプロモーション展開は、長くアーティストと寄り添ってきた音
楽専門チャンネル「スペースシャワーTV」
だからこそ実現できた素晴らしい事例であり、ペイテレビの広告利用に大きな可
能性を示してくれたと思います。
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オリジナル番組アワード
2011（第１回）

過去受賞作品 一覧（第1〜10回）

2012（第2回）

2013（第3回）

2014（第4回）

グランプリ

2015（第5回）
TMSアニメ50年のDNA
（アニマックス）

ドラマ

ドラマＷ
「遠い日のゆくえ」
（WOWOW）
ハイビジョン特集

ドキュメンタリー 若き宗家と至高の三味線

Kesennuma, Voices.
東日本大震災復興特別企画
〜堤幸彦の記録〜
（TBSチャンネル）
世界が私を待っている
前衛芸術家草間彌生の疾走

（NHKデジタル衛星ハイビジョン） （NHK BSプレミアム）

中継

GAORA開局20周年記念
スーパーファイト2011
（GAORA SPORTS）

（クラシカ・ジャパン）

バラエティ

「ばら・す」
クラシックカメラ ライカM3
（フジテレビONE）

アニメ

赤の肖像〜シャア、
そしてフロンタルへ〜特別版
（アニマックス）
ギャグマンガ日和＋

ミニ番組・ （キッズステーション）
必殺を斬る 〜必殺シリーズをめぐる13の物語〜
番組PR
（時代劇専門チャンネル）

編成企画

ショパン生誕200年特集
（クラシカ・ジャパン）

（時代劇専門チャンネル）

千原ジュニアの
映画製作委員会
（チャンネルNECO）
X-MEN

（WOWOWプライム）

ノンフィクションＷ
八十歳の漂流俳優 ヨシ笈田
三島が託した日本
（BSスカパー!／スカチャン 5） （WOWOWプライム）

戦いの城２
徹底解剖！城の攻め方・守り方
（ヒストリーチャンネル）
AKB48ネ申テレビスペシャル
〜ブロードウェイへの道〜
（ファミリー劇場）
キングダム

（アニマックス）

（NHK BSプレミアム）

シネマの中へ
〜長塚京三 映画の話〜
「アメリカの影」
（ザ・シネマ）

奇跡の逸品
〜映画で見つけた宝物〜
#13 ベスパ
（スターチャンネル 1）

ザ・プレミアム
よみがえる江戸城
（NHK BSプレミアム）
特撮国宝

-TOKUHO-

（日本映画専門チャンネル）
フルーティー侍
（キッズステーション）
君にも見えたかウルトラの星！
帰ってきたウルトラマンの魅力
（WOWOWプライム）

WOWOW TBS
ソチ2014
コラボレーション企画
パラリンピック
「ダブルフェイス」
24時間専門チャンネル
（WOWOWプライムｘTBS）（スカチャン 0）
伊藤大輔監督特集番組
甦るフィルム

〜時代劇の父と幻の映画の旅路〜

（衛星劇場）

企画賞
カウンターのふたり
（TwellV）
企画賞
ドラマＷスペシャル 尋ね人
（WOWOWプライム）

闇の狩人（前後篇）

ドキュメンタリー The REAL
二輪モータースポーツ モリワキレーシング
〜日本から世界へ挑む 町工場〜

（J SPORTS 3）
THE野球盤L!VE2013
オールスター＆
お台場合衆国スペシャル
（フジテレビONE）

企画賞
大人番組リーグ２ 予告本
機動戦士ガンダムUC
夏目漱石「こころ」
FILM&LIVE2012 hand in hand
（アニマックス）
（WOWOWプライム）
奨励賞

大相撲いぶし銀列伝
（フジテレビONE）
スペシャルドラマ
洞窟おじさん

2017（第7回）
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）
ドラマＷ

稲垣家の喪主

三屋清左衛門残日録
三十年ぶりの再会
（時代劇専門チャンネル）
三屋清左衛門残日録
三十年ぶりの再会

（NHK BSプミアム）

ノンフィクションＷ
萩本欽一 73歳 覚悟の舞台へ
「THE LAST ほめんな ほれんな とめんな」
（WOWOWプライム）

BS1スペシャル
ノンフィクションW
爆走風塵
なぜ日本は焼き尽くされたのか
ハリウッドを救った歌声
〜中国・激変するトラック業界〜
〜史上最強のゴーストシンガーと呼ばれた女〜
〜米空軍幹部が語った“真相”〜
（WOWOWプライム）
（NHK BS1）
（NHK BS1）

ドキュメンタリー〜The REAL 〜
投手生命を救え！トミー・ジョン
手術から40年 〜日米最新事情〜
（J SPORTS 3）
みんなの県民SONG！
〜兵庫うた旅情編〜
（歌謡ポップスチャンネル）
TMSアニメ50年のDNA
（アニマックス）
英国名画のロケ地を訪ねて
（イマジカBS）
ドラマ甲子園
(フジテレビTWO)

（WOWOWプライム）

2018（第8回）

（BSスカパー!／時代劇専門チャンネル）

WRC世界ラリー選手権2014
ブラインドサッカー
パワーステージ DAY2 ラリー・
世界選手権 2014
モンテカルロ(モナコ)
（J SPORTS 1）
（BSスカパー! ）

日本映画専門チャンネル
第1回ヒストリーアワード
岩井俊二映画祭
〜地方の歴史から日本を紐解く〜 TVアニメ50年の金字塔
映画は世界に警鐘を鳴らし続ける
（日本映画専門チャンネル） （ヒストリーチャンネル）
（アニマックス）

特別賞

審査員
特別賞 ※

ドラマＷスペシャル
人質の朗読会

犬と命の物語
〜どうぶつと生きる社会〜

三谷幸喜「ホロヴィッツとの対話」
中村勘三郎 魂の舞台
渡辺謙 段田安則
三島村歌舞伎「平家女護島 俊寛」
和久井映見 高泉淳子
（WOWOWライブ）
（WOWOWライブ）
ウィーン・フィル最前線
（全4話）

情報・教養

鬼平外伝
正月四日の客

2016（第6回）

（時代劇専門チャンネル）

BS1スペシャル
「ボルトとダシャ
マンホールチルドレン 20年の軌跡」
（NHK BS1）

2020（第10回）
スペシャルドラマ
ストレンジャー
〜上海の芥川龍之介〜

（NHK）

連続ドラマＷ
パンドラⅣ AI戦争
（WOWOWプライム）

スペシャルドラマ
ストレンジャー
〜上海の芥川龍之介〜
（NHK）

BS1スペシャル
パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ
「ボルトとダシャ
WHO I AM
マンホールチルドレン 20年の軌跡」 アフガン帰り 不屈のカヌー王者：カーティス・マグラス
（WOWOWプライム）
（NHK BS1）

ラグビー ワールドカップ2015
ゆる〜く深く！プロ野球
イングランド大会 プールB
南アフリカ vs. 日本
（J SPORTS 1）
（NHK BS1）

徹底マーク！ゴールキーパー
エビバデ！ダンススタジアム
〜2017 J1 第7節「FC東京−浦和」 〜日本高校ダンス部選手権
BS102ch データ連動中継〜
冬のバトルトーナメント〜
（NHK BS102ch）
（スカイＡ）

球辞苑
英国男優のすべて
〜野球が100倍面白くなるキーワードたち〜
英国男優はこうして作られる
「ホームスチール」
（NHK BS1）
（AXNミステリー）

ドキュメンタリー 〜The REAL〜 ドキュメンタリー 〜The REAL〜
ドキュメンタリー 〜The REAL〜
女子ソフトボール〜2020からその先へ
ブレイクダンス ユースオリンピック 【第99回全国高校ラグビーフットボール大会“花園”特集】
御所実業 〜公立校が築いたラグビー 人間力〜
世界一へのプロジェクト〜
新競技誕生の瞬間
（J SPORTS 3）
（J SPORTS 3）
（J SPORTS 3）

大相撲いぶし銀列伝
（フジテレビONE）
ツムツム「ツムツム寿司」

KNOCK OUT
（ノックアウト） ザ・カセットテープ・ミュージック
〜競技クイズ日本一決定戦〜
「A面に入れたいサザンの名曲」
（ファミリー劇場）
甦るノルシュテインの世界 #1
「霧の中のハリネズミ編」

（BS12 トゥエルビ）

（イマジカBS）

スターチャンネル
ランキングスポット
「傑作クレジット」編
（スターチャンネル1）

日本映画専門チャンネル
映画の遺伝子
サバイバルファミリー 矢口史靖の
「ヘイル、シーザー！」編
「映画の常識、それほんと！？」
（日本映画専門チャンネル）
（スターチャンネル1）

藤沢周平
新ドラマシリーズ 及び
藤沢周平劇場
（時代劇専門チャンネル）

（日本映画専門チャンネル）

銘酒誕生物語スペシャル
「十四代」400年の軌跡

国際共同制作プロジェクト
格闘ゲームに生きる

追悼

演出家・蜷川幸雄

Why？強くなった？卓球ニッポン

（アニマックス）

世界の歴史ドラマ
（チャンネル銀河）

プロ野球ドラフト会議
supported by リポビタンＤ
（スカイＡ）

生前葬TV
ー又吉直樹の生前葬のすゝめー
（BS12 トゥエルビ）

（NHK BS1）
ムヒョとロージーの
魔法律相談事務所

うたのじかん

（Dlife）

コロコロアニマルABC

（BSスカパー！／アニマックス） （キッズステーション）
おっぱいチェック体操
（チャンネル銀河／女性チャンネル♪LaLa TV
／ムービープラス）
家族になろうよ
犬と猫と私たちの未来
関連編成
（NHK BSプレミアム）

驚異の魚図鑑

衆鱗図

（NHKBS8K）
半世紀ぶりに奇跡の復活！
「てなもんや三度笠」
（時代劇専門チャンネル）

テニス中継
(錦織 2014全米準優勝）
（WOWOW／GAORA）
スペースシャワーTV
開局25周年特別番組
“25時間テレビ”
（スペースシャワーTV）

（WOWOWプライム）

（WOWOWプライム）

めざせ！オリンピアン
「ミニ・番組PR」our SPORTS!
“野獣”松本薫 “ビビり”15歳 柔道
ざっくり100コマフェンシング
世界のワザと心を本気で伝授！
（NHK BS1）
（NHK BS1）
「編成企画」
私たちがプロポーズされないのには、
101の理由があってだな

鬼平

（女性チャンネル♪LaLa TV） （時代劇専門チャンネル）

『あなたがヒロイン！アワード』

渥美清さん没後20年
“寅さん”特集

（女性チャンネル♪LaLa TV）

（NHK BSプミアム）

連続ドラマＷ プラージュ
〜訳ありばかりのシェアハウス〜
（WOWOWプライム）
棋士・藤井聡太〜取材ノート〜
（囲碁・将棋チャンネル）
町山智浩の
“最も危険なアメリカ映画”
（スターチャンネル2）

※賞の名称は開催年によって変わっています。第2回「審査員特別賞」、第3回 各作品上に記載、第4回〜第6回「奨励賞」、第7回〜「審査員特別賞」
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2019（第9回）

15

小河ドラマ

龍馬がくる

（時代劇専門チャンネル）

辛酸なめ子さんのイラストで作る！
イケメンofイケメン
ブラピの「痛チョコ」の作り方♥
（ザ・シネマ）

＜第 11 回 衛星放送協会オリジナル番組アワード エントリー作品一覧＞
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番組部門

編成企画部門
タイトル

放送チャンネル

タイトル

放送チャンネル

ドラマ

AXNのどこまでやるの！ 祝20周年 全CSI: 796話 完全放送

AXN

NHK BSプレミアム

100％妄想でツール・ド・スイスを中継！
「エア・ド・スイス2021」

J SPORTS 4

WOWOWプライム

オリジナル時代劇10周年記念!! 時代劇専門チャンネルオリジナル 6ヶ月連続・全21作品完全放送

時代劇専門チャンネル

心霊マスターテープ２ 〜念写〜

エンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ

スーパープレミアム
「柳生一族の陰謀」
連続ドラマＷ トッカイ 〜不良債権特別回収部〜
ドラマＷスペシャル あんのリリック -桜木杏、
俳句はじめてみました-

WOWOWプライム

『ゲーム・オブ・スローンズ』
全８章ノンストップマラソン！

スターチャンネル１

連続ドラマＷ コールドケース３ 〜真実の扉〜

WOWOWプライム

『鉄道発見伝』“番組コミュニティ”の発想から番組づくり！ 〜コロナ禍、
自然災害続きの日本に、“元気”と“友情”を届けよう〜

日テレプラスドラマ・アニメ・音楽ライブ

『ゴジラ』
シリーズ ４Ｋデジタルリマスター 最恐画質 8ヶ月連続放送

日本映画専門チャンネル

ドキュメンタリー

連続ドラマＷ 太陽は動かない ―THE ECLIPSE―

WOWOWプライム

ドキュメント 棋士編入試験〜折田翔吾〜

囲碁・将棋チャンネル

BS1スペシャル
「真実への鉄拳〜中国・伝統武術と闘う男〜」

NHK BS1

『シャイニング ジャパン』〜プロサーファー安室丈〜
（第２０話）

SSFF×WOWOW アクターズ・ショート・フィルム

WOWOWプライム

GAORA SPORTS

北海道日本ハムファイターズSP キャンプから始まる夢物語

GAORA SPORTS

ドキュメンタリー 〜The REAL〜【筋肉アイドル“才木玲佳”】新境地の女子フィジークに挑んだ140日

J SPORTS 3

BS12スペシャル
「村本大輔はなぜテレビから消えたのか？」

BS12 トゥエルビ

ノンフィクションＷ 山里亮太 ぼくはなぜしゃべりつづけるのか

WOWOWプライム

ノンフィクションＷ 春風亭昇太 会長の決断

WOWOWプライム

番宣部門
タイトル

放送チャンネル

アニマックス GW特別プロモ
「黄金週間 皐月の陣 」

アニマックス

「特集・推理作家が描く時代劇ミステリー」
ラインナッププロモ

AXNミステリー

中継

ノンフィクションＷ 齊藤工 DEAR FILMS…

WOWOWプライム

HAWAII FIVE-0 シリーズ最終話訴求 声優プロモ

海外ドラマ専門チャンネル AXN

生中継！令和を彩る京都の桜

NHK BSプレミアム

年末年始大王ラインナッププロモ

キッズステーション

生中継！ 新たな
「鬼平」
新たな
「梅安」製作発表記者会見

時代劇専門チャンネル

天皇杯 JFA 全日本選手権クラシックス 番宣

J SPORTS 1 / J SPORTS 2 / J SPORTS 3 / J SPORTS 4

サンウルブズ ライブトレーニング フィジカルチャンピオンシップ

J SPORTS 2

ハリウッドザコシショウ×スカイＡの“誇張しすぎたモノマネ番宣”

スカイＡ

文 化・教 養

猛虎キャンプリポート2021

スカイＡ

「マンハント：謎の連続爆弾魔ユナボマー」
放送開始版番宣

開局30周年記念 WOWOWテニスフェスティバル2020

WOWOWプライム

【辰巳ゆうと×タイムマシーン3号】
「ゆうと王子の大冒険」
ミニドラマ

BS1スペシャル「ハルカとカイト 舞台に立つ 〜宮本亞門とダウン症の青年たち〜」

NHK BS1

映画
「Ribbon」
応援スペシャル映像
「映画と生きる 映画に生きる」
風篇／炎篇／雨篇

日本映画専門チャンネル

歴史発掘ミステリー 京都・千年蔵

NHK BSプレミアム

12月の映画特集【ジャンルムービー押し】
／2020

WOWOWプライム / WOWOWライブ / WOWOWシネマ

町田樹のスポーツアカデミア【Dialogue：研究者、スポーツを斬る②】〜音楽神経科学〜 慶應義塾大学 環境情報学部 藤井進也准教授

J SPORTS 4

劇場の灯を消すな！Bunkamuraシアターコクーン編

WOWOWプライム / WOWOWライブ / WOWOWシネマ

ラグビー 一人語り 藤島大が語る大西鐵之祐イズム

J SPORTS 3

お家で映画のすすめ

WOWOWプライム / WOWOWライブ / WOWOWシネマ

スーパー！ドラマTV
チャンネル銀河

時代劇専門チャンネル

「散り椿」TV初放送記念 木村大作、散り椿そして映画人生を語る
福田こうへい・三山ひろし・市川由紀乃のふるさと自慢！

チャンネル銀河

倉本聰×杉田成道 特別対談

日本映画専門チャンネル

劇場の灯を消すな！Bunkamuraシアターコクーン編 松尾スズキプレゼンツ アクリル演劇祭

WOWOWライブ

ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 第2期

アニマックス

魔改造の夜

NHK BSプレミアム

大相撲どすこい研 関脇 ／ 大相撲どすこい研 うっちゃり

NHK BS1

バラエティ

ハピクラの森コンサート〜なぞときだいぼうけん〜

キッズステーション

＜3ヵ月連続企画＞〜歌と芝居で魅せる〜氷川きよしの世界

時代劇専門チャンネル

第1回プロ野球仮想ドラフト会議

スカイＡ

第5回 高校生ダンスバトル選手権

ダンスチャンネル by エンタメ〜テレ

日本映画専門チャンネル×TBSラジオ
「東京ポッド許可局」
「北の国から」
コラボ番組

日本映画専門チャンネル

ハワイに恋して！

BS12トゥエルビ

副音声でムービー・トーク！#1「エクソシスト[ディレクターズ・カット版]」

ムービープラス

スピルバーグの子どもたち

WOWOWプライム

名探偵のお弁当

AXNミステリー

ミニ番 組

GAORA SPORTS

『シャイニング ジャパン』〜女子サッカー選手 熊谷紗希〜（第１９話）
女子プロの練習を覗いてみた。西村 優菜プロ

スカイＡ

2021韓国女子プロゴルフ開幕特番

スカイＡ

ネタバレ注意
『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』
深堀ＳＰ

スターチャンネル２

上坂すみれの新東宝シアター ―天知茂、痺れるほどキザで、
ニヒルで―

日本映画専門チャンネル

CAB-J賞
タイトル

放送チャンネル

BRAVIA

アニマックス

田苑エンヴェレシーダ

AXN

いかめし

GAORA SPORTS

アークフラッシュ

GAORA SPORTS

ヴイックス ヴェポラッブ

キッズステーション

鳴尾ゴルフ倶楽部

GOLF NETWORK

MIDORI PF1

GOLF NETWORK

Kataribe on the 3.11DENSHO ROAD

CNNj

KDDI

J SPORTS 1 / J SPORTS 2 / J SPORTS 3 / J SPORTS 4

ジャガー

J SPORTS 1 / J SPORTS 2 / J SPORTS 3 / J SPORTS 4

三菱重工業（株）企業ブランド広告

J SPORTS 1 / J SPORTS 2 / J SPORTS 3 / J SPORTS 4

大阪芸術大学／大阪芸術大学短期大学／大阪美術専門学校 資料請求

スカイＡ

三木市ゴルフ協会／一般財団法人 神戸観光局

スカイＡ

flumpool × QUICPay コラボレーション企画

スペースシャワーTV

PROMASTER ECO DRIVE

ヒストリーチャンネル

WOWOWプライム

「パラサイト 半地下の家族」独占初放送！鬼才ポン・ジュノの世界
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