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「もっと TV」が期間限定の無料キャンペーンを実施
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、日本放送協会（以下「NHK」
）
と電通が推進するインターネット TV※1 および Android™搭載スマートフォン・タブレット端末における VOD
（ビデオ・オン・デマンド）サービス「もっと TV（テレビ）」において、一部のコンテンツが無料で視聴できる
期間限定の無料キャンペーンを実施いたします。
15,000 本を超える「もっと TV」の VOD コンテンツの中から、各局選りすぐりの人気作品が、12 月 10 日（月）
～12 月 16 日（日）の間、無料で視聴できます。この機会に「もっと TV」で、各放送局が提供するキャンペー
ン対象コンテンツを視聴体験していただき、もっと、テレビを楽しんでいただきたいと思います。

「もっと TV」無料キャンぺーン実施概要
■実施時期

：2012 年 12 月 10 日（月）～16 日（日）

■対象コンテンツ：
「もっと TV」参加各放送局が提供するドラマ等 計 39 作品 561 エピソード
■視聴可能機器 ：
「もっと TV」対応テレビ受像機、Android™搭載スマートフォン・タブレット
（NHK はテレビ受像機のみで視聴可能）

（参考）
「もっと TV」無料キャンペーン

1

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

1

中吊り広告

「もっと TV」無料キャンペーン 各局対象コンテンツ
■日本テレビ放送網

「悪夢ちゃん（放送中：第8話まで）
」

「東京全力少女（放送中：第9話まで）
」

「HUNTER×HUNTER（放送中：第38話まで）
」

ちはやふる（全 25 話）
・ホタルノヒカリ（全 10 話）
・Q10（全 9 話）

他

■テレビ朝日

「黒革の手帖（全7話）
」

「特命係長 只野仁（全11話）
」

「新世界より（放送中：第9話まで）
」

時効警察（全 9 話）
・痛快！ビッグダディ（8 話）
・新日本プロレスオフィシャル動画 njpw.tv（12 話）

他

仮面ライダー×仮面ライダー W＆ディケイド MOVIE 大戦 2010（1 話）
■TBS テレビ

「SPEC～警視庁公安部公安第五課

「ダブルフェイス 潜入捜査編（1話）
」

「けいおん!!（全24話）
」

未詳事件特別対策係事件簿～（全10話）
」

ヤンキー君とメガネちゃん（全 10 話）
・ハンチョウ 5～警視庁安積班～（全 12 話）

他

SPEC～翔～/警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対策係事件簿（1 話）
■テレビ東京

「勇者ヨシヒコと悪霊の鍵
（放送中：第8話まで）
」

他

「好好！キョンシーガール～東京電視台戦記～ 「ダンボール戦機W（放送中：第45話まで）
」
（放送中：第7/話まで）
」

イナズマイレブン GO クロノ・ストーン（放送中：第 33 話まで）
アイカツ！（放送中：第 10 話まで）
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■フジテレビジョン

「カエルの王女さま（全11話）
」

「私が恋愛できない理由（全10話）
」

「ギルティ 悪魔と契約した女（全11話）
」

蜜の味～A Taste Of Honey～（全 11 話）
・美しい隣人（全 10 話）

他

TOKYO コントロール 東京航空交通管制部（全 10 話）
TOKUNOSHIMA エアポート（全 4 話）
・スイッチガール!!（全 8 話）
恋なんて贅沢が私に落ちてくるのだろうか？（1～2 話）
・結婚同窓会～SEASIDE LOVE～（全 5 話）
■NHK

「連続テレビ小説

純と愛

（放送中：第66 回まで）
」

「負けて、勝つ

「大河ドラマ 平清盛

～戦後を創った男 吉田茂～（全5回）
」

（放送中：第48 回まで）
」

ふしぎの海のナディア（全 39 回）

他

NHK スペシャル ヒューマン なぜ人間になれたのか（全 4 回）
【
「もっと TV」について】
「もっと TV」とは、民放キー局（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）
、および日本放送協会（NHK）による「もっと」手軽に放送局コンテンツを楽しんでいただける公式
VOD(ビデオ・オン・デマンド)サービスです。ボタンひとつで、いろいろなジャンルの放送局コンテンツを視
聴いただけます。
2012 年 12 月 1 日現在で、各放送局から地上波の見逃しを含むドラマ・バラエティなど、約 15,000 エピソ
ードをラインアップしています。
12 月 1 日現在、パナソニック製テレビ受像機（スマートビエラ）
・ブルーレイレコーダー（スマートディー
ガ）
、東芝製テレビ受像機（レグザ Z7/J7 シリーズ）およびスマートフォン・タブレット（Android 2.3 以上、
NHK は非対応）で利用可能です。対応端末の詳細は「もっと TV」公式サイト（http://www.mottotv.jp）をご
覧ください。
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。
このリリースに記載されている各種名称、会社名、商品名などは、会社の商標および登録商標です。
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【本件に関するお問い合わせ先】
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 東京都港区東新橋 1-6-1
TEL

03-6215-1111（大代表）

株式会社テレビ朝日
広報局 広報部（担当：藤井、原島）
〒106-8001 東京都港区六本木 6-9-1
TEL

03-6406-1111（代表）

株式会社 TBS テレビ
総務局 広報部（担当：中井、中山）
〒107-8006 東京都港区赤坂 5-3-6
TEL

03-3746-1111（大代表）

株式会社テレビ東京
広報局 広報部（担当：門司、佐藤）
〒105-8012 東京都港区虎ノ門 4-3-12
TEL

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 東京都港区台場 2-4-8
TEL

03-5500-8888（大代表）

日本放送協会
広報局 広報部（担当：小野）
〒150-8001 東京都渋谷区神南 2-2-1
TEL

03-5455-2458（広報代表）

株式会社電通
コーポレート・コミュニケーション局 広報 1 部（担当：山田）
〒105-7001 東京都港区東新橋 1-8-1
TEL

03-6216-8041
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