2012 年 4 月 2 日
日本テレビ放送網株式会社
株式会社テレビ朝日
株式会社 TBS テレビ
株式会社テレビ東京
株式会社フジテレビジョン
株式会社電通
民放キー局 5 社と電通が共同で推進する VOD サービス「もっと TV」、本日サービスイン
～各局から VOD コンテンツ 5,000 本以上を提供、スマートフォン・タブレット端末版も初夏導入予定～
日本テレビ放送網・テレビ朝日・TBS テレビ・テレビ東京・フジテレビジョン（以下、民放キー局 5 社）と電
通が共同で推進するインターネット TV※1 上における VOD（ビデオ・オン・デマンド）サービス「もっと TV（テ
レビ）」が本日 4 月 2 日、サービスを開始しました。
本サービスは、地上波放送でのリアルタイム視聴※2 を促進し、番組視聴時間の拡大を目的とする独自の VOD
サービスです。インターネット TV やブルーレイディスクレコーダー(BDR)等の「もっと TV」対応端末にイン
ターネット回線※3を接続するだけで、視聴中の地上波放送番組から簡単な操作で VOD 売り場に遷移し、コンテ
ンツの購入が可能です。
本サービスでは日本テレビ放送網が「三毛猫ホームズの推理」
「HUNTER×HUNTER」等、テレビ朝日が「Ｗ
の悲劇」
「都市伝説の女」等、TBS テレビが「ハンチョウ～警視庁安積班～」
「パパドル！」等、テレビ東京が「ク
ローバー」「イナズマイレブン GO」等、フジテレビが「鍵のかかった部屋」「未来日記」等、４月からスタート
する新番組の見逃しサービスを中心に、各局合計 5,000 本以上（過去アーカイブコンテンツ含む）の VOD コン
テンツがラインアップされる予定で、今後随時追加されてまいります。これらのコンテンツが 1 本 100 円～400
円を中心価格帯として提供され、クレジットカードで購入することが可能です（携帯端末によるキャリア決済も
近日導入予定）。詳細については「もっと TV 公式サイト（http://www.mottotv.jp）」を参照下さい。
なお、本サービスをより多くの方に楽しんでいただくことを目的として、スマートフォン・タブレット版の「も
っと TV」アプリをリリースいたします。対応 OS は Android™2.3 以上で、リリース時期は初夏を予定しており
ます。スマートフォン・タブレット版「もっと TV」アプリは、インターネット TV や BDR と共通のインターフ
ェイス（メニュー画面等）を備えており、一部のコンテンツを除き、一度の購入でインターネット TV や BDR
とスマートフォン・タブレットの双方で、視聴が可能となります。
今後、
「もっと TV」を通じて生活者の視聴スタイルの多様化に対応した、番組の視聴機会を提供することでリ
アルタイム視聴に繋げ、テレビの価値最大化を図ってまいります。
以上

1
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インターネットを通じて動画視聴が可能なテレビ受像機
現在放送中の番組をライブで視聴すること
滑らかな映像再生のために、光ファイバ(FTTH)等の高速ブロードバンド回線の利用を推奨しております。
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添付資料①：各局のラインアップ
■日本テレビ放送網

「ちはやふる」

サービス名「日テレオンデマンド」

「理想の息子」

「三毛猫ホームズの推理」

(2011 年 10 月-12 年 3 月/火曜深夜 0:59 放送)

(2012 年 1-3 月／土曜よる 9 時放送)

（4 月中旬～／土曜よる 9 時放送）

「名探偵コナン」

「HUNTER×HUNTER」

「ホタルノヒカリ」

（土曜よる 6 時放送）

■テレビ朝日

（日曜あさ 10：55 放送）

（2007 年 7-9 月／水曜よる 10 時放送）

「クレオパトラな女たち」
（4 月中旬～／水曜よる 10 時放送）

「家政婦のミタ」
（2011 年 10-12 月／水曜よる 10 時放送）

サービス名「テレ朝動画」

「W の悲劇」

「都市伝説の女」

(4 月下旬～／木曜よる 9 時放送)

「聖なる怪物たち」

「特命係長 只野仁 シリーズ」「DOCTORS 最強の名医」

（4 月中旬～／金曜よる 11：15 放送）

「11 人もいる！」

｢ﾈｯﾄ版 仮面ﾗｲﾀﾞｰ×ｽｰﾊﾟｰ戦隊｣ 「新日本プロレスリング」
(4 月上旬~)

■TBS テレビ

サービス名「TBS オンデマンド」

｢ハンチョウ 5～警視庁安積班～｣【見逃し】｢パパドル！｣【見逃し】
(4 月中旬～／月曜よる 8 時放送）

「JIN -仁-」

(4 月下旬～/木曜よる 9 時放送)

「けいおん!!」

｢放課後はミステリーとともに｣【見逃し】｢SPEC~警視庁公安部公安第五課
(4 月下旬～/月曜深夜 0:20 放送)

未詳事件特別対策係事件簿~｣

｢韓国ドラマ『メリは外泊中』「映画『雷桜』」
ﾉｰｶｯﾄ字幕版(ﾁｬﾝ･ｸﾞﾝｿｸ)｣
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■テレビ東京

サービス名「テレビ東京オンデマンド」

ドラマ 24「クローバー」

「モテキ」

「勇者ヨシヒコと魔王の城」 「孤独のグルメ」

(4 月中旬～/金曜深夜 0:12 放送)

「イナズマイレブン GO」
（水曜よる 7 時放送）

■フジテレビジョン

「鍵のかかった部屋」

「ダンボール戦機 W」

「プリティーリズム」

サービス名「フジテレビオンデマンド」

「リーガル・ハイ」

「カエルの王女さま」

（4 月中旬～／月曜よる 9 時放送）

（4 月中旬～／火曜よる 9 時放送）

（4 月中旬～／木曜よる 10 時放送）

「ストロベリーナイト」

「最後から二番目の恋」

「私が恋愛できない理由」

（2012 年 1-3 月／火曜よる 9 時放送）

「侵略！イカ娘」

(水曜よる 7：27 放送)

（2012 年 1-3 月／木曜よる 10 時放送）

（2011 年 10-12 月／月曜よる 9 時放送）
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「ラッキーセブン」
（2012 年 1-3 月／月曜よる 9 時放送）

「蜜の味～A Taste Of Honey～」
（2011 年 10-12 月／木曜よる 10 時放送）

（添付資料②）スマートフォン・タブレット版「もっと TV」画面イメージ

※画面は現在開発中のものです。今後の開発・調整により変更となる場合があります。

Android は、Google Inc.の商標または登録商標です。
Google は、Google Inc.の商標または登録商標です。
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【お問い合わせ】
本件に関するお問い合わせは下記までお願い致します。
日本テレビ放送網株式会社
総務局

総合広報部（担当：智片、小塩）

〒105-7444
TEL

東京都港区東新橋 1-6-1

03-6215-1111（大代表）

株式会社テレビ朝日
広報局

広報部（担当：大木、藤井）

〒106-8001
TEL

東京都港区六本木 6-9-1

03-6406-1111（代表）

株式会社 TBS テレビ
総務局

広報部（担当：中井、新田）

〒107-8006
TEL

東京都港区赤坂 5-3-6

03-3746-1111（大代表）

株式会社テレビ東京
広報局

広報・IR 部（担当：門司、佐藤）

〒105-8012
TEL

東京都港区虎ノ門 4-3-12

03-5470-7777（代表）

株式会社フジテレビジョン
広報局

広報室広報部（担当：上野、植村）

〒137-8088
TEL

東京都港区台場 2-4-8

03-5500-8888（大代表）

株式会社電通
コーポレート・コミュニケーション局
〒105-7001
TEL

広報１部（担当：市川、山田）

東京都港区東新橋 1-8-1

03-6216-8041
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