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２００６年７月２８日 

 

 

セントレア発海外旅行需要喚起プロジェクト 

地元民放テレビ局制作の旅番組とタイアップする 

旅行企画の募集について 

 

中部国際空港株式会社では、地元民放テレビ局の制作する旅番組とタイアップする旅行企画を募集 

いたします。採用された企画には、番組制作（番組タイアップ料金）に対する協賛金を提供します。   

応募締め切りは平成１８年８月３１日（木）必着。くわしくは添付資料をご覧ください。 

 

応募要項：平成１８年度企画募集について 

応募書類：PDF形式 

資  料：地元民放テレビ局からの提案番組一覧

 

以上 

http://www.cjiac.co.jp/kouhou/contents/2006/20060728_guide.pdf
http://www.cjiac.co.jp/kouhou/contents/2006/20060728_form.pdf
http://www.cjiac.co.jp/kouhou/contents/2006/20060728_ref.pdf


1

平成18年度企画募集について

中部国際空港株式会社

２００６年７月２８日



１. 応募要項—1

１．応募条件

(１)応募資格：旅行会社の場合、ＪＡＴＡ会員で、第一種旅行業者
航空会社、政府観光局によるご提案も歓迎します。

(２)募集内容：地元民放テレビ局３局５番組のいずれかと
タイアップした旅行企画（今回の募集ではＣＢＣテレビ
の「晴れ・どきドキ晴れ」は含まれません）
※「地元民放テレビ局からの提案番組一覧」をご参照

ください。
ご提案いただく企画の件数には、特に制限はありません。
複数の旅行企画のご提案を歓迎します。
旅行商品は、セントレア発着海外直行便の利用が条件です。

(３)放映時期：２００７年１月～３月を想定
※但し一部の番組については、出演者のスケジュール
などの理由により、１月以前または４月以後の放映となる
可能性もございます。



応募要項—２
２．応募方法
(１)応募書類：以下の２点をご準備の上、郵送にてご応募ください。

①「平成１８年度セントレア発海外旅行需要喚起プロジェ
クト事業計画書」

※規定のフォーマットをご使用ください。
②パワーポイントによる４～５ページの企画書（フォーマッ
トは自由）に、「企画概要」「番組タイアップにより期待
できる効果」「ツアー商品販売計画（メディアミックスの
展開）」などをまとめてください。

※制作費用、送料など応募にかかわる費用は、すべて応募者
負担にてお願いします。

(２)応募締切: 平成１８年８月３１日（木）必着
(３)審査選考:

平成１８年９月中に中部国際空港㈱内企画選定委員会にて審査を行い、
決定後すみやかに応募者全員に文書又は電話にて結果を通知します。
尚、審査選考にあたり、必要に応じて企画内容に関するヒアリングを
させていただく場合もございますので、予めご留意ください。

採用された企画には、番組制作（番組タイアップ料金）に対する
協賛金を提供します。



２．対象となるタイアップ番組

中京テレビ 「アンデュ」

「Ｐ Ｓ」

テレビ愛知 「遊びに行こっ！」

名古屋テレビ 「ウドちゃんの旅してゴメン」

「げりらっパ」

番組紹介／局名五十音順



３. 企画選定のポイント

①企画内容：

・ 番組の特徴を十分に反映しているか など

②メディアミックス計画／集客目標：

・ 番組を核として、いかに他の媒体（新聞、雑誌、ＤＭ、

イベントなど）との相乗効果を狙うか など

③航空会社・政府観光局からの協賛：

・ タレント・ロケ隊の移動や機材運搬に係る費用の負担

・ ロケ先でのコーディネイト、現地滞在費用の負担 など

④番組タイアップ料金への負担金：

・ 旅行会社、航空会社、政府観光局などによる総負担額

●以下の４つのポイントをもとに総合的に審査選考



４. ご応募・お問い合わせ先

中部国際空港株式会社

営業部 旅客営業グループ内

「セントレア発海外旅行需要喚起プロジェクト」事務局

〒４７９－８７０１

愛知県常滑市セントレア一丁目１番 空港管理棟６階

ＴＥＬ: （０５６９）３８－７５４７

ＦＡＸ: （０５６９）３８－７２１７



(ご注意）：平成１８年度の企画募集については、ＣＢＣテレビの「晴れドキ・どき晴れ」を除く、３局５番組が対象となります。

放送局 ＣＢＣテレビ（ＣＢＣ） テレビ愛知（ＴＶＡ）

番組名 「晴れ・どきドキ晴れ」 「アンデュ」 「ＰS」 「遊びに行こっ！」 「ウドちゃんの旅してゴメン」 「げりらっパ」

放映曜日・時間 （土）　朝９：２５～１４：００ （土）　朝９：２５～１０：２５　 （日）　２２：３０～２３：２４ （土）　１８：３０～１９：００ （土）　朝９：３０～１０：００ （火）　２４：１５～２４：４５　

若狭敬一（ＣＢＣアナウンサー） 辺見えみり（タレント） 高田純次（タレント） 三倉茉奈・佳奈（タレント） ウド鈴木（お笑いタレント） さまぁ～ず（お笑いタレント）

板東英二・出川哲朗 など アンジャッシュ（お笑いタレント） 柴田理恵・加藤晴彦（タレント）

ターゲット 熟年女性、ファミリー（主婦） ＯＬ（２０～３０代女性） 35～50歳男女、20代女性 ファミリー、熟年男女 熟年男女～ＯＬ 若年男女（20代～30代前半）

２００６年度にて１回 年2回（半期毎）。 年2回（半期毎）。 ２００６年下期２回
2006年度中、上期１回、下期1回

（ゴールデン帯、土日祝日）
2006年度中に（30分×2回）を１セット

想定ロケ地 上海 アジア、欧州など各国 要相談 要相談 アジアをはじめ各国 リゾート地、アメリカ、欧州はじめ各国

想定撮影時期 ２００６年秋 要相談 要相談
2006年10月中旬～11月末まで不可

中日劇場で１１月舞台予定
２００６年１１月～ ２００６年１２月～

想定放送時期 ２００６年秋 要相談 　要相談　 要相談 ２００６年１２月～２００７年３月 ２００７年１月～

ツアー告知 番組本編内にてツアー内容告知
（２次使用について）新聞等番組ロ
ゴを使用して「遊びに行こっ！で紹
介した○○ツアー」という表現は可
能。

　「セントレア発海外旅行需要喚起プロジェクト」

地元民放テレビ局からの提案番組一覧

１．番組本編内にて３回くらい、３０
秒程度の告知ロールスーパー。
２．本編後半で１分３０秒くらい告
知。
３．デジタル放送において連動デー
タ。全編にわたりツアーを告知。
４．社名ロゴ、番組ロゴなどの二次
使用については、別途、局との打合
せが必要。

１．番組内で楽しい企画を展開しな
がら、訪問先のオススメスポットを紹
介。
２．番組の後半では、出演者のさ
まぁ～ずとゲストが、ツアーのみどこ
ろを語り、ツアーを告知。
３．社名ロゴ、番組ロゴなどの二次
使用については、別途、局との打合
せが必要。

出演者

１．番組本編内にてツアー内容告
知。
２．別途、ツアー紹介ＶＴＲ（90秒）を
制作し、ＣＭ枠でも告知（料金含
む）。
（二次使用について）新聞などで番
組ロゴを使用して、「アンデュで紹介
○○ツアー」という表現は可能。

番組本編にてツアー内容告知。
（二次使用について）新聞などで番
組ロゴを使用して、「ＰＳで紹介　○
○ツアー」という表現は可能。

放映目標

名古屋地区の深夜番組でトップの
人気を誇る、若者向けのバラエティ
番組。
さまぁ～ずが突然街中に現れたり、
一般のお宅にお邪魔したり、こんな
の作ってどーするんだよ～というモ
ノを作ってみたりと、奇想天外な実
験や、視聴者からの依頼を実行。意
外な結果や予想しなかった展開が
飛び出すことで人気を集めている。

１．スペシャル番組（55分枠）として
放映。
２．土・日・祝日の午前 or 午後、
　または平日のゴールデン枠で放送
（上期1回、下期1回）
３．レギュラーのウド鈴木に加えて、
豪華ゲストも出演予定。

１．レギュラー放送枠（30分）にて2
週連続して放送（１セット）。
２．収録は1回のロケでまとめて撮
影。

中京テレビ（ＣＴＶ） メ～テレ（ＮＢＮ）

地元局制作バラエティ番組として
は、最高の視聴率を誇る人気番組。
９０年代には年２、３回の頻度で海
外特集を放映。オリジナルツアーも
人気を博していた。
最近はグルメ番組に特化していた
が、中京ＴＶが本事業に賛同し、６
年ぶりに海外特集を復活することが
決定。

レギュラー放送枠（３０分）で２週に
渡り放送。収録は１回のロケでまと
めて撮影。

人気お笑いタレントのウド鈴木がお
届けする「行き当たりばったりの旅ド
ラマ」。
旅先の魅力や途中で出会った人々
との触れ合いを通じて、自由な旅の
楽しさをお笑い満載で紹介する。
今回の企画では海外ロケを敢行。
旅先でのハプニングや嬉しい出会
いをスペシャル番組として放送す
る。

国民的人気者の双子姉妹三倉茉
奈・佳奈の二人が送る楽しい旅のア
イディアとグルメ情報が満載の３０
分。「古き良き半田 レトロな旅」「淡
路島　美味しいものを探す旅」など、
毎週土曜日の夜の「提案型旅番
組」。今回の企画では、茉奈・佳奈
の二人がいよいよセントレアから海
外へ飛び立つ。

番組概要

番組内にて海外特集コーナーを制
作し、１回のロケ収録分を、20分の
コーナーにて2週に渡り放送。ロケ
にはタレントも同行（タレント名未
定）。

番組まるごと海外特集として１回の
放映（スタジオ＋ＶＴＲにて54分）。

番組内容 都会で忙しく働く20～30代の女性た
ちが休日に本当に欲しがっている情
報だけを厳選セレクトし、生放送で
いち早く発信する情報番組。
最新芸能情報から街の人気スポッ
トまで、毎回豊富な話題を提供して
いる。

ＣＢＣが誇る大型情報エンターテイメ
ント番組。１週間の社会・芸能・ス
ポーツ関連のニュースに加えて、地
元ローカル色豊かなグルメ、旅行、
ショッピングなどの情報も発信。
お得な旅行情報も視聴者に定着し
ており、年に数回、国内旅行の紹介
も行っている。

番組内で特集コーナーを放送。
コーナーとしての放送枠は２０分～
２５分程度。
ロケには局アナウンサーを予定。

１．番組本編内にて告知スーパーを
放送。
２．コーナー終了後にツアーのプレ
ゼント告知として旅行内容を紹介。
※ツアーのプレゼントが必要条件。
（二次使用について）事前確認要。

資 料



事業名 （企画タイトル）

事業実施主体 会社名（部署名）

住所

ＴＥＬ・ＦＡＸ

担当者名・Ｅメールアドレス

タイアップ番組名

希望放映時期

旅行方面（なるべく具体的に）

グルメ ファッション ショッピング 体験・アクティビティ
（優先順位を番号で付けてください。） 観光スポット 文化・カルチャー 歴史 音楽

最新トレンド リゾートライフ 芸術 リラクゼーション・健康
スポーツ観戦 イベント

その他　
（具体的な内容：

タイアップ航空会社

タレント、ロケ隊などの無料航空券 （上限があれば、最大Ｙ　　　名、Ｃ　　　名分まで）
番組オリジナルツアー向け特別航空運賃
撮影機材の運搬に関する費用 （上限があれば、最大　　　　　　㌔まで）
視聴者向け無料航空券（懸賞など） （上限があれば、最大Ｙ　　　名分まで）

その他　
（具体的な内容：　　

観光局名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
ロケハン及びロケ時の現地費用 （宿泊費、移動時の専用車代など）
ロケハン及びロケ時の現地コーディネイターに関する費用
その他
（具体的な内容：

番組オリジナルツアー

新聞広告 ラジオ イベント パンフレット
地元タウン誌 旅行専門誌 インターネット ＤＭ （件数：　　　　件）
その他
（具体的な内容：

メディア・ミックス展開の流れ
（実施時期・販売計画など）

募集期間（ツアー設定期間）

集客目標

航空会社からの支援内容

政府観光局からの支援内容

（注意）セントレアから出発するシーンを含める（商業施設の紹介など）。

『平成１８年度 セントレア発海外旅行需要喚起プロジェクト 事業計画書』

企画概要

別途、パワーポイントによる４～５ページの企画書、及びツアー日程（料金も明示）を添付してください。

番組で主に紹介したい内容

番組タイアップにより
期待できる効果

番組構成（イメージ）

番組オリジナルツアーとしての特徴（料金、日数、ツアー内容、特典など）
メディア・ミックスの展開手法

番組制作費（タイアップ料金）への
負担金額
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