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MEDIA DATA BANK 株式会社プランテック

２０１１年 上半期TV
上半期TVエンタメランキング発表！！
TVエンタメランキング発表！！
～ 関東民放5
関東民放5局のテレビ番組・CM
局のテレビ番組・CMにおけるエンタメ情報の露出調査
CMにおけるエンタメ情報の露出調査 ～

平成 23年 7月 8日

全国のラジオ、テレビのメタデータの生成・加工・編集事業、及び音楽サイトhotexpress（URL：
http://www.hotexpress.co.jp）、CM情報サイトCMソングサーチ（URL：http://www.hotexpress.co.jp/cmsong）
を運営する株式会社プランテック（代表取締役社長 ： 三澤 奈生）は、2011年上半期の関東民放5局におけ
るテレビ番組・CMで露出した芸能・音楽情報のランキングを下記に発表致します。

▼芸能ワイドショーランキングTOP30
▼芸能ワイドショーランキング

～2011年前半、ワイドショーを賑わした芸能ネタを集計！～

1位：海老蔵
位：海老蔵 暴行事件が決着…復帰発表＆もうすぐパパに
暴行事件が決着 復帰発表＆もうすぐパパに
2位：月給
位：月給1万円メンバーも
、事務所トラブル解決し復活
位：月給 万円メンバーも!?
万円メンバーも KARA、
3位：沢尻エリカ、夫･高城剛の合意得るも離婚届け提出せず
位：沢尻エリカ、夫･高城剛の合意得るも離婚届け提出せず
4位：執行猶予中の小向美奈子に覚せい剤購入の容疑…も保釈へ
5位：元キャンディーズ田中好子さん死去、20年間がんと闘っていた
6位：桑田佳祐、食道がんから復帰！さっそくニューアルバム発表
7位：石原新年会で｢神田は春です！｣神田正輝＆長谷川理恵 熱愛
8位：パイレーツ最新作も話題沸騰！ジョニー・デップの親日家ぶり
9位：上原美優さん自宅で首吊り自殺…ブログに恋愛の悩みも
10位：大桃美代子、元夫と麻木久仁子の不倫をTwitterで暴露

11位：あれから1年半､長門裕之さん死去…妻・南田洋子さんの元へ
12位：B'z松本、上原ひろみほか、日本人4名がグラミー賞受賞
13位：AKB総選挙に向け盛り上がる！シングルは2日でミリオン達成
14位：桑田・福山ら支援プロジェクト“チーム・アミューズ!!”発足
15位：タモリを昼に起用…お笑いブームの仕掛人･横澤彪さん死去
16位：｢HERO｣共演者も悲痛…児玉清さん、胃がんのため死去
17位：浜崎あゆみ、PVで共演オーストリア人俳優と電撃結婚
18位：水嶋ヒロ「KAGEROU」が大ヒット！印税1億円突破か
19位：松山ケンイチと小雪が2年の交際経てゴールイン
20位：レディー･ガガ、いち早く被災地支援活動を開始！

21位：細川茂樹、元シェイプUPガールズの三瀬真美子と結婚
22位：内田裕也、50歳女性に復縁迫り逮捕…妻・樹木希林が謝罪
23位：キム兄も祝福！辺見えみり､イケメン仮面ライダーと再婚
24位：山下敬二郎さん死去、余命宣告されるも10日前まで歌ってた
25位：林家三平が一目惚れ！ドラマ共演女優・国分佐智子と結婚
26位：映画｢あしたのジョー｣でNEWS山Pの肉体改造が話題に
27位：嵐･二宮＆松ケン映画｢GANTZ｣イベント、日米同日舞台挨拶も
28位：矢口真里､身長差“47cm”の俳優・中村昌也と結婚
29位：シュワちゃん､メイドとの間に隠し子発覚！慰謝料212億円に
30位：中村獅童、11歳下の元読モと熱愛！“年内結婚”に意欲

【2010年上半期芸能ワイドショーランキング総評】
年上半期芸能ワイドショーランキング総評】
『被災地支援に芸能界も奮起！／AKB､
､ガガ､沢尻､希林､大桃…それぞれ女子力発揮
『被災地支援に芸能界も奮起！／
ガガ､沢尻､希林､大桃 それぞれ女子力発揮!?』
それぞれ女子力発揮 』
“浜崎あゆみ結婚！”の電撃ニュースで幕を開けた2011年。お相手は自身のPVで共演した外国人モデル兼
俳優で、交際からわずか4ヶ月のスピード婚であることにも驚かされた。また、かねてから交際が噂された松山
ケンイチと小雪に加え、身長差47cmという矢口真里と中村昌也もゴールイン。おめでたい結婚の話題が多いな
か、新年早々に秒読みとも噂された中村獅童と11歳年下の元読モや、熱愛を認めた神田正輝と長谷川理恵ら
歳の差カップルの今後も気になるところ。
また、昨年に続きアイドルグループの活躍も印象的だった。前田敦子がセンターに返り咲いた選抜総選挙を
はじめ、毎週何某かの話題で取り上げられるAKB48は、ワイドショーでも番組レギュラー的存在に。そして、こ
ちらも相変わらず (？) な、沢尻エリカは引き続き離婚問題でお騒がせ中。わざわざ会見を開き、涙ながらに離
婚合意の報告をするも、その内容の一部に夫・高城剛は“寝耳に水”と反論。未だ離婚届の提出は確認されて
おらず、彼女の言動についての信憑性はますます希薄になるものの、引き続きワイドショーにとっては格好の
ネタのご様子。
なんとか騒動収束に向かいつつある海老蔵夫妻を余所に、その他芸能人の男女関係のもつれも多々。元夫
と麻木久仁子の不倫を暴露ツイートした大桃美代子や、海の向こうではアーノルド・シュワルツェネッガーに隠
し子が発覚、200億円という桁違いの慰謝料も話題となった。そんな中、女性に復縁を強要したとして逮捕され
た内田裕也も大きく扱われた。ステージ上でスポットを浴び、『MY WAY』をBGMに行われた謝罪会見は、さな
がらショーのようだったが、これも彼流の誠意なのだろう。何よりもこの一件で改めてわかったのは妻・樹木希
林という人間の器の大きさだ。
3月11日に発生した東日本大震災によって、テレビは連日報道特番となったが、ワイドショーを含め通常番組
が再開されると、被災地支援に立ち上がる国内外の有名人達が多く取り上げられた。いち早く動き出したレ
ディー・ガガの日本を励まし続けるその姿は、表面的な奇抜さとは裏腹に人間味溢れる温かさに溢れ、またジャ
ニーズ事務所所属タレントによる“Marching J”や、桑田佳祐や福山雅治らによる“チーム・アミューズ!!”など巨
大プロジェクトも次々に発足。エンターテイメントが持つ力とその役割を再認識することとなった。

※31位以下のランキングをご要望の方はプランテックまでお問い合わせください。
※「ドラマ出演者のファッション情報」、「番組内で紹介されたコスメ・商品・グルメ情報」、「タレントはみ出し情報」
など、その他"テレビで取り上げられたエンタメ・TVメタ情報"のお問い合わせは株式会社プランテック まで。

▼ミュージックPVランキング
▼ミュージック ランキングTOP20
ランキング

～音楽・情報番組で紹介されたPVオンエアランキング！～

1位 ： 桜の木になろう／AKB48
桜の木になろう／AKB48

【キングレコード】

2位 ： ジェットコースターラブ／KARA
ジェットコースターラブ／KARA

【ユニバーサルシグマ】

3位 ： トイレの神様／植村 花菜

【キングレコード】

4位 ： ヘビーローテーション／AKB48

【キングレコード】

5位 ： Distance／西野 カナ

【SMEレコーズ】

6位 ： 流星／コブクロ

【ワーナーミュージック・ジャパン】

7位 ： Why?(Keep Your Head Down)／東方神起

【エイベックス】

8位 ： Dear J／板野 友美

【キングレコード】

9位 ： Lotus／嵐

【ジェイ・ストーム】

10位 ： 何かひとつ／JAMOSA feat JAY‘ED & 若旦那

【リズムゾーン】

11位 ： ミスター／KARA

【ユニバーサルシグマ】

12位 ： Beginner／AKB48

【キングレコード】

13位 ： チャンスの順番／AKB48

【キングレコード】

14位 ： MR.TAXI／少女時代

【ナユタウェーブレコーズ】

15位 ： この夜を止めてよ／JUJU

【ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ】

16位 ： 週末Not yet／Not yet

【コロムビアミュージックエンタテインメント】

17位 ： ありがとう／いきものがかり

【エピックレコードジャパン】

18位 ： Each Other‘s Way~旅の途中~／EXILE

【リズムゾーン】

19位 ： Gee／少女時代

【ナユタウェーブレコーズ】

20位 ： Esperanza／西野 カナ

【SMEレコーズ】

※「ドラマ出演者のファッション情報」、「番組内で紹介されたコスメ・商品・グルメ情報」、「タレントはみ
出し情報」など、その他"テレビで取り上げられたエンタメ・TVメタ情報"のお問い合わせは株式会社
プランテック まで。

▼CMソングランキング
ソングランキングTOP20
ソングランキング

～テレビCMタイアップソングのオンエアランキング！～

1位 ：あいさつの魔法。／松本 野々歩 【AC
【ACジャパン：
ACジャパン：AC
ジャパン：ACジャパン】
ACジャパン】
2位 ：カンタータ140
：カンタータ140番｢目覚めよ､と呼ぶ声あり｣／ホワイトオーケストラ
140番｢目覚めよ､と呼ぶ声あり｣／ホワイトオーケストラ
【ソフトバンクモバイル：ホワイト学割】
3位 ：WAVES／
WAVES／Q;indivi
Q;indivi+
indivi+

【グリー：gree
グリー：gree.
gree.jp】
jp】

4位 ：帰り道、流れ星／D.W.ニコルズ

【ACジャパン：正しく分けて、ちょっとだけバイバイ。】

5位 ：ULTIMATE WHEELS／KAT-TUN

【スズキ自動車：ソリオ】

6位 ：ゲバゲバ90分／宮川 泰(唄:不明)

【キリンビール：のどごし<生>】

7位 ：風と未来／いきものがかり

【日産自動車：セレナ】

8位 ：*CMオリジナル

【ハウスウェルネスフーズ：C1000ビタミンレモン/レモンウォーター】

9位 ：あなたのうた／織田 哲郎

【武田薬品工業：アリナミン】

10位 ：歓喜の歌／ベートーヴェン(唄:不明)

11位 ：青い鳥、みつけた／横尾 嘉信

【ウィルコム：だれとでも定額】

【アメリカンファミリー生命保険：生きるためのがん保険・Days】

12位 ：Happy birthday dear 誰かさん／マユミーヌ

【アメリカンファミリー生命保険：新EVER】

13位 ：*CMオリジナル／シュガー吉永

【スズキ自動車：MRワゴン】

14位 ：ロリポップ／コーデッツ

【NTT東日本/ロッテ：光iフレーム/うるアップコラーゲン】

15位 ：ハイホー／フランク・チャーチル(唄:不明)

【コーワ：プチウナコーワ】

16位 ：シャル・ウィ・ダンス?／-「王様と私」サントラ- 【サントリー：ザ・プレミアムモルツ】
17位 ：*CMオリジナル

【ソフトバンクモバイル/アップル：iPhone 4】

18位 ：*CMオリジナル

【コーワ：ウナコーワ・虫よけ当番】

19位 ：これからWonderland／AKB48

【アサヒ飲料：ワンダ】

20位 ：青春の影／チューリップ

【セブン-イレブン・ジャパン：セブン-イレブン
※【 】内は広告主：商品名

※「ドラマ出演者のファッション情報」、「番組内で紹介されたコスメ・商品・グルメ情報」、「テレビ出演者ランキン
グ」、「タレントはみ出し情報」など、その他"テレビで取り上げられたエンタメ・TVメタ情報"のお問い合わせは株
式会社プランテック まで。

====【
【 プランテック事業概要 】================================================================
プランテックは放送メディアのオンエアを実視聴することにより「音楽」、「芸能」をはじめとしたエンターテインメントに関
するメタデータを中心に収集・加工・編集し、レコード会社、プロダクション、コンテンツプロバイダさま等へ向けコンテン
ツ／データベースの販売・提供を行っております。
■所在地： 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本2-17-21
■運営サイト：音楽情報サイト「hotexpress」 http://www.hotexpress.co.jp
：CM情報サイト「CMソングサーチ」 http://www.hotexpress.co.jp/cmsong
：HR/HM専門サイト「Rocks on the Road」 http://www.hotexpress.co.jp/rocksontheroad
：音楽情報モバイルサイト「hotEXうたマガフル/着うたフルR」(docomo,au,Softbank)
※本件、並びにプランテックの事業に関するお問合せはメディアマーケティンググループまでお願い致します。
TEL：042-774-1466 MAIL：monitor@plantech-mdb.com

