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大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV
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日本から産まれたモータースポーツ「ドリフト」。
国内でも知らない人が多いが、実は「日本人と言えばドリフト」と
いう程、海外のモータースポーツファンから日本のドリフトは注目
されている。

そのきっかけを作ったのは、「ドリフトの神様」と呼ばれる土屋圭
市氏である。土屋氏は、「走り屋」というアウトローの世界をサー
キットに移し、一つのモータースポーツにまで昇華した。これによ
り、日本からD-1、そしてドリフトマッスルという新たなモーター
スポーツが産まれる事となった。

そんな「ドリフト」の世界を、国内だけでなく海外の人々も含
め、より多くの人に知ってもらう事を目的とした番組。
それが「スラッシュTV」である。

１. 企画概要

ようこそ「ドリフト」の世界へ
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＜プロフィール＞
元レーシングドライバー。血液型 B型。
ドリフト走行を多様するドライビング
スタイルから「ドリキン（ドリフト
キングの略）」とも呼ばれる・愛社は
AE86、NSX タイプ Rなど多数。

＜プロフィール＞
一時期「ドリフト侍」の名称でエントリーし、
現在もそのイメージを残して戦っている。
堅実な走りを好まない性格のため、失敗も
多いが、成功した時は、強烈なインパクト
を残すド迫力の飛び込みを魅せる。

スペシャルゲスト

土屋圭市
キャスト兼メイン取材レポーター

今村隆弘

視聴可能世帯数
　3,549,424 世帯
視聴者層の割合
　男性 :57.8%　女性 :42.2%
コアターゲット
　４０代～５０代男性を中心とした
　アクティブシニア層や主婦層。

媒体概要

毎年3月～11月に行われるドリフトマッスル
の様子を完全密着。当日の大会の様子や、
舞台裏のドラマを紹介していく。また優勝
選手には番組に出演して頂き、トークをして
頂く。大会の無い月には、プロドライバー
によるドリフトテクニックの紹介や、レク
チャー、また、車パーツの最新情報など
を紹介していく。

番組概要番組概要

放送局　　　　：アクトオン TV
放送時間　　　：毎週金曜 25:30-26:00
出演者　　　　：土屋圭市、今村隆弘
　　　　　　　　各戦 /クラス優勝選手
完成尺　　　　：29 分（CM3分含む）
製作・著作　　：有限会社スラッシュ
番組ターゲット：M1、M2層

キャスト（予定）

２. 番組概要－1
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初級編
　→ドリフトの基礎
中級編
　→サーキットでのドリフト走行
上級編
　→上級者のドリフトテクニック
実践編
　→ドリフトマッスル
　　チャレンジクラスへの出場

ドリフトマッスルエントリー選手の紹介

予選・本戦・舞台裏密着・優勝選手対談

女の子の初心者ドライバーがドリフトを覚える

カー用品や車関係イベント等へ突撃取材など

ラジコン大会取材
カー用品店取材
カー用品紹介

選手紹介

ドリフトマッスル取材

ドリフトレッスン

取材コーナー

３. 番組概要－2

企画内容
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４. ドリフトマッスル情報

イベント概要

ドリフトマッスルとは
土屋圭市氏と稲田大二郎氏が2011年に発足したモー
タースポーツである。

他のドリフト競技と違い「車検対応レベルの車両
（公道走行可能な改造範囲の車両）」を使用すると
いう規定がある。

これは、「近年のドリフト競技における技術と道具の
バランスが、あまりにも道具に偏ってしまっており、

高度なチューニングとパワー競争が激化してしまっている事。それ故に、『腕一本
で勝負する』というドリフト本来の楽しさがなくなってしまっている」という土屋氏
の考えのある。

また、審査については、ドリフトを競技として定着させた立役者である土屋圭市氏
と、チューニングを文化として定着させた稲田大二郎氏のお二人が審査を行う事で、
厳正なブレない審査を行っている。

第 1戦 　3月 8 日（土） 9 日（日）
　日光サーキット
第 2戦　 4 月 12 日（土） 13 日（日） 
　日本海間瀬サーキット
第 3戦 　5 月 17 日（土） 18 日（日） 
　スポーツランド SUGO・西コース
第 4戦　 6 月 21 日（土） 22 日（日）
　本庄サーキット
第 5戦 　7 月 26 日（土） 27 日（日） 
　筑波サーキット・コース 1000
第 6戦 9　月 13 日（土） 14 日（日） 
　日本海間瀬サーキット
第 7戦 　10 月 25 日（土） 26 日（日） 
　富士スピードウェイ・ショートサーキット
第 8戦 　11 月 29 日（土） 30 日（日） 
　日光サーキット

シリーズ構成

2014年度
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「アクトオン新車情報」は、毎月話題の輸入車や国産車をピック

アップ。日本カーオブザイヤー選考委員など、日本を代表する

モータージャーナリストが２８分の番組内で徹底的に掘り下げる。

アクセス数ダントツの人気番組！

媒体概要 車番組の事例

５. アクトオンTV媒体情報

男性

男性19才以下

男性２０～34才

男性35～49才

男性50才以上
女性２0～34才

女性35～49才

女性50才以上

42.2％ 57.8%
女性

視聴可能世帯数

　3,549,424 世帯

視聴者層の割合

　男性 :57.8%　女性 :42.2%

コアターゲット

　４０代～５０代男性を中心としたアクティブシニア層や主婦層。

視聴者のプロフィール
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「アクトオン新車情報」シリーズ
40 代の男性を中心に圧倒的な人気の

「アクトオン新車情報」
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キャストと撮影クルーが、番組内の 1コーナーとして、広告主の方の店舗や会社
へ取材に伺い、商品や企業の PRを行います。番組の 1コーナーとして演出する
ので、視聴者に「広告」という警戒心を抱かせずに PRが可能となります。

番組内でキャストが商品を PRします。
番組の流れの中で「最新アイテム」などの紹介の仕方をする事で、商品の魅力を
最大限に PRします。

６. 広告形式・広告費用－１

番組取材 商品紹介

※交通費の関係で、撮影地によっては金額に変動がございます。

1 回放送分　40 万円（税別）

１分　　　　　10 万円（税別）

３分　　　　　15 万円（税別）

５分　　　　　20 万円（税別）

CM 出稿  ※CM のデータをお持ちの場合は放送料のみでお受けできます。

ＣM放送料（税別） CM制作費（税別）
制作費 15 万円プラン
写真を元に、テロップと音楽などを加えて編集

制作費 40 万円プラン
撮影半日、テロップや音楽などを加えて編集

制作費 50 万円プラン
撮影 1日、テロップや音楽、CGなどを加えて編集・15 秒 ×2 回　￥80,000

・30 秒 ×2 回　￥250,000
・60 秒×1回　￥250,000
・インフォマーシャル（60 秒）
　×1回　￥350,000

制作費 120 万～
オーダーメイドプラン

お客様と事前に 1 ～ 2 度お打ち合わせをし、企画・構成を
行う。1 度画コンテを提出し、それに沿って 1 日～ 2 日撮
影を行い、テロップや CG、音楽などを加えて編集する。お
客様のご要望に合わせ予算が変動する。

P6



６. 広告形式・広告費用－２

特典：WEB 広告掲載

出場選手やドリフトマッスル、スラッシュの公式ページ・フェイスブック・ブログにて、番組宣伝を行います。
前述の広告を出稿されたお客様には、特典としてスラッシュのホームページにてお手持ちの広告のバナーやテキストリンクを無償で掲載いたします。

ドリフトマッスル
http://www.drift-mc.com/

有限会社スラッシュ
http://www.thrash.co.jp/
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