
 キラ×バズＴＶ!? 
～バズるをつくる～ 

 
 

御提案書 



「TiARY TV」 
すべての女性に送るバラエティ番組！「ファッション・メイク」「グルメ」
「音楽」「ペット」…充実する女子力高めの情報をお届けします！！ 
   

  WHAT’S “TiARY”？ 
ティアラ（王冠）から由来するTiARYをタイトルにつけ
た当番組は、美容やカルチャーなど、様々なジャンル
に好奇心旺盛な キラキラした女の子 を応援します！ 
まるで宝石箱のように、女の子が輝く情報がぎっしり。 

前身番組 INVERSE 

スポンサー様×TiARY TV によるスペシャルタイアップ！ 
各スポンサー様のイチオシ商品を、番組内でご紹介＆SNSで拡散致します！ 

 
《過去タイアップ企業様例》 

放送局：           
WEB配信： 
 

(テレビ神奈川) 
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過去出演者紹介 

トークを盛り上げるのは、華やかで豪華な出演者たち！！ 

ざわちん 
日本で今までになかった
“芸能人のものまねメイ
ク”というメイクの新分野
を確立！ 

 BiSH 
所属事務所WACKと提携し、 

企画コーナーを担当。 

その後、某人気バラエティ番組
等でも特集を組み、放送するや
否や世間の注目度は上昇！ 

一躍、一流のアーティストへ 

 

 

華 
雑誌「小悪魔ageha」元専属モ
デル。カリスマギャルモデル
として支持を受け、人気急上
昇。カラコンのプロデュース
や某有名ブランドディレク
ターとしても活躍中！ 

 

サッカー元日本代表の本田圭佑
選手 ネタで『R-1ぐらんぷり』
で優勝をし話題に。 

Youtubeでキャンプ動画を投稿
しキャンパーとしても多数メ
ディアに出演。最近は個人事務
所を設立しオンラインサロンを
立ち上げるなど活躍 

おんばん 

(バンダリ亜砂也 

＆仲野温) 

じゅんいちダビットソン みちょぱ 
今やだれもが知る 

カリスマギャルモデル！ 

2016年から番組MCとして起
用しその後、またたく間にブ
レイク！Twitterフォロワー数
132万人。中高生はもちろん幅

広い世代から指示を得る 

マルチタレントへ。 

高城亜樹 
元AKB48メンバー。TBSひる
おび！天気担当や大塚製薬 
『ポカリスエット』のＣＭに
起用されるなど活躍し、最近
ではプロサッカー選手と結婚
し話題にも。 

 

それぞれモデル、俳優として活
躍しながら、2人でYoutuberと
しても活動し、今若者から絶大
な支持を受けている。「オオカ
ミくんには騙されない」やドラ
マ「花のち晴れ」等多数出演 

 

 

他にも多数出演あり！ 

青汁王子 
そのカリスマ性、マルチな才能に目を
付けいち早く番組内にキャスティング。
脱税騒動や一連の青汁劇場で一躍時の
人へ。10代で起業し、20代に健康食品
「すっきりフルーツ青汁」の通販で年
商130億円の事業を築き、多数のメディ
アで若き起業家として脚光を浴びた 
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 キラ×バズTV!? 
 

   

SNS総フォロワー数1000万人以上の豪華キャスト陣と共に盛り上げていく 
令和最大級の番組！ 
当番組は、恋愛、音楽、エンタメ、マネー、情報、様々なジャンルをお届けし
明日話題にしたくなる様なバズる企画を作り上げていきます。 

地上波番組 

放送局：           

WEB配信： 

 豪華MC陣 

明日花キララ 
アパレルやスキンケアブラ
ンド、美容クリニック等の
プロデュースも手掛け、美
のカリスマとして絶大な人

気を誇っている。 

SNSの総フォロワー数は 

536万人越え。 

 

森咲智美 
日本一エロいグラビ
アアイドルとして多
数のメディア出演も
はたし今大注目！ 

Instagramのフォロ
ワー数だけでも 

約470万人。 

 

なっちー 
ダンスボーカルアンドユ
ニットTiiiMOのメンバー。 

TikTokerとしても大人
気！TikTokフォロワー数
約50万。ＣＭに起用され
るなど様々な番組へも 

出演中！ 

紺野ぶるま 
エロ謎かけでお馴染、
女芸人No.1決定戦 

THE Wでは2年連続、
決勝進出！自称、女芸
人の中で一番美人であ
り、なぜか品を感じる

下ネタに定評がある。 

 

ゲスト達 

中島健 藤田富 

カミナリ 納言 
etc 
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番組構造 

SHOP 

番組 

ニュース 
SNS 

取材 
企画連動 

情報配信 
新規送客 

消費者 

クロスメディア 
による広告が可能に！ 

商品開発・販売・PRを 
リアルタイムに連動 

動画納品・二次利用ＯＫ！ 

クライアント様サイト他、連動サイトのWEB番組として半永久的に放送可能！ 

出演者・有力モデルリポーターによるSNS拡散により 

さらなる集客効果に期待できます！！ 
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コーナー 

バズリサーチ 
これからバズる事まちがいないサービスや 

商品、場所、仕事など様々なものをリサーチ！ 

お笑い芸人や人気TikToker達が 

実際に潜入調査へ行くなどし、 

視聴者が気になる情報を発信していくコーナー。 

 バズ社長を探せ！  

働き方の多様化が進む昨今。 

世間にはどんな仕事があって 

どんな社長がいるのかをリサーチをし 

話題の社長へインタビュー！ 

これから更にバズる社長を 

いち早く番組が発掘しちゃいます！ 

バズラボ 
今話題のお笑い第七世代や人気TikTokerなど 

毎週ゲストとして迎え様々な企画にチャレンジ！ 

恋愛リアリティやお笑いバトルなど 

バズる企画をつくりあげていきます！ 
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プレゼント×バズるコーナー(プレバズ) 

話題の商品をいちはやく発見し 
番組紹介後にはなんと視聴者へプレゼント！ 

番組で使用した素材は提供可能！ 

一日バイト・ 

潜入捜査なんでもやります！ 

通常発生するタレント使用の 

契約料は一切不要！ 

番組とのタイアップする事で 

番組のタレント素材や動画を使い放題。 

タイアップ！ 

ＴＶ取材！ 
商品の宣伝をインフルエンサー達の
SNSを通してファンに拡散♪ 

ＷＥＢ拡散！ 
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提携メディア 

セイカイ発見ＴＶ 
自民党議員会館からお送りする、 

一般の視聴者が疑問に思う事を掘り出して 

正解は何かを提言する 

“日本初の生配信政界バラエティメディア！ “ 

ミライに役立つ提案を伝えます。出演した 

賢者議員たちが次の賢者を紹介していきます。 

 Shibuya Cross-FM   

「ロンブー亮とSHIBUYAを学ぶ」  
ロンドンブーツ1号2号の田村亮と 

 SHIBUYAを学ぶ50分のラジオ番組。  

ゲストおすすめのお店なども紹介！ 

 面白くてためになる土曜の夕方を届けます！ 

プロデューサーK 
石黒賢や鬼滅の刃声優下野紘など豪華俳優陣が出演する人気ドラマシリーズ。 

原作のモデルとなったのは『ビューティー･コロシアム(CX)』や 

『あの日に帰りたい(TBS)』などで演出を⼿掛ける実在のプロデューサ－。 

リアルな女性に役立つ情報を毎回提案しテレビ業界の裏側を余すところなく再現。 

試写会チケットは即完売、DVDBOXはAmazonランキング1位獲得。 
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キャスティング事例 

新田真剣佑起用  
 

「るろうに剣心」や「ちはやふる」など数々の話題作品に出演し、 

第40回日本アカデミー賞新人俳優賞も受賞した今人気の若⼿俳優。 

新田真剣佑を起用したCMを全国放映するなどしてブランド認知向上へ。 

AAA宇野実彩子起用 
 

エイベックスに所属するAAA(トリプルエー)のボーカル。 

男女混合グループ初の6大ドームツアーを果たし、 

3年連続紅白出場するなど国民的アーティスト。 

ソロアーティストとしても活動しながら 

モデルや女優など幅広く活躍。 

 

黒木瞳起用  
 

元宝塚歌劇団月組トップ娘役で数々の話題作品の主演をはたし 

日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞。 

「24時間テレビ」や「FNS歌謡祭」などの司会も務めるなど国民的女優。 
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公開予定映画 INVERSE -5- 



イベント実績 INVERSE -6- 



ＴＶＰＲ×クロスメディア 

・人気番組の放送作家に企業の商品やサービスを新しい切り口からPRネタに仕上げて配信 
 
・当社独自の強力なネットワーク（制作会社ルートと番組制作プロデューサールート）により、 
 圧倒的なアプローチ力を持って、様々な有力メディア媒体に取り上げられております。 
 ※当社専売の番組PR枠により、優先的なPRも可能です。 
 
※下記番組は一例となります。 ■人気放送作家作成！ 

TV番組・WEBメディア約 9,000社以上へ配信 

■【テレビ】  

日本テレビ、フジテレビ、TBS、テレビ東京、テレビ朝日、
NHK、TOKYO MX、地方ローカル局含めた全番組網 
 
■【WEB】   
Yahoo!ニュース、マイナビニュース、サンスポ、BIGLOBE 
アメーバニュース、@niftyニュース、excite.ニュース、 
All About、livedoor ニュース、woman excite、SankeiBiz、 
goo ニュース、MSN産経ニュース、朝日新聞デジタル、 
財経新聞、YOMIURI ONLINE、時事ドットコム など 
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番組制作の流れ 

■ 仮申し込み・ご入金 

 

■ コンサルの企画・ターゲットの選定 

  

■ スタッフィング・企画内容選定 

  

■ 企画内容確定（ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ、ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ、ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ） 

  

■ 番組サイド検討 

 

■収録 

 

 

 

■ 放映・SNS等実施 

  

 

  

■ 収録動画提出 

＜一般的なケースを想定＞ 

4～5週目 

０～1週目 

8週目～ 

2～3週目 
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