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株式会社ビデオマーケット 

 

1月スタートのフジテレビ新作冬ドラマを「ビデオマーケット」の 

「フジテレビオンデマンド」にて見逃し配信決定！！ 
 

この度、モバイル動画配信サービス「ビデオマーケット」(www.videomarket.jp)は、「ビデオマーケット」内で展開中の「フジテ

レビオンデマンド」*より、フジテレビ系で 1月スタートの月 9 ドラマ「ビブリア古書堂の事件手帖」、火 9 ドラマ「ラストホープ」、

火 10 ドラマ「サキ」、木 10 ドラマ「最高の離婚」、土ドラ「カラマーゾフの兄弟」、ドラマチック・サンデー「dinner」の見逃し配信

をいたします。また、「ピカルの定理」、CS放送フジテレビTWOにて放送中の「スイッチガール！！２」、「恋愛観察バラエティ

ー あいのり２ Z」も絶賛見逃し配信中です。各番組放送後に順次最新話を iPhone、Android、携帯向けに配信していく予定

です。 

 

月 9 ドラマ「ビブリア古書堂の事件手帖」 
本放送：毎週月曜日よる 9 時放送 

配信：毎週水曜日午後 4 時配信 

 

 

 

【作品概要】 

累計 340 万部超の大ベストセラーをドラマ化！剛力彩芽、

AKIRA、高橋克実のトリオが、古書にまつわる謎に挑む！ 

 

火 9 ドラマ 「ラストホープ」 
本放送：毎週火曜日よる 9 時放送 

配信：毎週木曜日午後 4 時配信 
 

 

 

 

 

 

【作品概要】 

相葉雅紀がフジテレビ連ドラ初主演で医師役に初挑戦！ 

聴診器で聴く「心音」からあらゆる症状を見立てる「診断のプ

ロ」を演じる。 

 

火 10 ドラマ「サキ」 
本放送：毎週火曜日よる 10 時放送 

配信：毎週金曜日午前 10 時配信 

 

 

 

 

 

 
 

【作品概要】 

あの仲間由紀恵の“悪女”再び！！「美しい隣人」（2011 年放

送）の魔性の女 “サキ”が帰って来る！今度のターゲットは

男たち。なぜ彼らは狙われるのか？彼女の真の目的とは？

この冬、新たな”悪女伝説”が誕生する。 

 

木 10 ドラマ「最高の離婚」 
本放送：毎週木曜日よる 10 時放送 

配信：毎週火曜日午後 4 時配信 

 

 

 

 

 

 

 

【作品概要】 
1 月の木曜劇場は、人気・実力ともに不動のポジションを確

立している、瑛太が主演！共演は W ヒロインとして尾野真千

子、真木よう子、そして綾野剛と今の映画、ドラマ界の若手ト

ップ俳優 4 人がそろう夢のキャスティングだ！ 

 

土ドラ「カラマーゾフの兄弟」 
本放送：毎週土曜日よる 11 時 10 分放送 

配信：毎週水曜日午後 4 時配信 
 

 

 

 

 

 

【作品概要】 

ロシアの文豪ドストエフスキー最高傑作が衝撃のドラマ化！

市原隼人が挑む超心理ミステリー！！ 

 

ドラマチック・サンデー「dinner」 

本放送：毎週日曜日よる 9 時放送  

配信：毎週水曜日午後 4 時配信 

 

 

 

 
 

【作品概要】 

誰しもがそれぞれ人に言えない悩みや夢を抱えながらも今日

も働き、今日も生きている。江口洋介を主演に迎え、有名イタリ

アンレストランを舞台に“働くこと”“生きること”を問いかける笑

って泣ける、群像劇をお届けする！！ 

（C）三上延／アスキー・メディアワークス／フジテレビジョン 写真提供フジテレビ 

（C）関西テレビ／MMJ 

写真提供フジテレビ 

（C）フジテレビ／共同テレビ 
（C）フジテレビ／共同テレビ 
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「ピカルの定理」 
本放送：毎週水曜日よる 10 時放送  

配信：毎週火曜日午後 6 時配信 

 

 

 

 

 
 

 

【作品概要】 

素晴らしい才能があるのにいまいちブームに乗れずピカれて

いない芸人たち…。そんな芸人たちがいつかゴールデン番組

で“ピカる”芸人になることを目指すのがこの『ピカルの定理』。 

 

「スイッチガール！！２」 
本放送：CS放送フジテレビ TWO にて 

毎週金曜日よる 11 時 30 分より放送 

配信：毎週金曜日よる 11 時 30 分配信 

 

 

 

 

 

 
【作品概要】 

国内累計580万部以上を売り上げた超人気コミックをドラマ化し、

日本のドラマ初のフランス進出を果たした『スイッチガー

ル！！』。世界制覇を目指し、さらにパワーアップして帰ってき

た！！ 

 

「恋愛観察バラエティー あいのり２ Z」 
本放送：CS放送フジテレビ TWO にて 

隔週土曜日よる 11 時より放送 

配信：隔週日曜日午前 0 時配信 

 

 

 

 

 
【作品概要】 

「あいのり２」に関する最新情報はもちろん、メンバーのその

後などのあいのりニュース、「あいのり２」メンバーによる新た

なる旅企画や恋愛講座など、恋愛に関するすべてのことを

取り上げる恋愛バラエティー！ 

 

【各作品ページ】 

「ビブリア古書堂の事件手帖」：       http://www.videomarket.jp/title/161/288/?cup=-VM_pub_t161288_1&ra=pub 

「ラストホープ」： http://www.videomarket.jp/title/161/289/?cup=-VM_pub_t161289_1&ra=pub 

「サキ」： http://www.videomarket.jp/title/161/287/?cup=-VM_pub_t161287_1&ra=pub 

「最高の離婚」： http://www.videomarket.jp/title/161/290/?cup=-VM_pub_t161290_1&ra=pub 

「カラマーゾフの兄弟」：           http://www.videomarket.jp/title/161/286/?cup=-VM_pub_t161286_1&ra=pub 

「dinner」：                         http://www.videomarket.jp/title/161/285/?cup=-VM_pub_t161285_1&ra=pub 

「ピカルの定理」： http://www.videomarket.jp/title/161/253/?cup=-VM_pub_t161253_3&ra=pub 

「スイッチガール！！２」：           http://www.videomarket.jp/title/161/283/?cup=-VM_pub_t161283_1&ra=pub 

「恋愛観察バラエティー あいのり２ Z」：http://www.videomarket.jp/title/161/249/?cup=-VM_pub_t161249_3&ra=pub 

 

【スマホ向け見逃し配信特集ページ】 

http://www.videomarket.jp/pg/132/?cup=-VM_pub_p132_1&ra=pub 

 

*「フジテレビオンデマンド」について 

2005 年 7 月より開始した、フジテレビの番組・映像コンテンツをオンデマンド形式でお届けするブロードバンド動画配信サー

ビス。現在、地上波番組をはじめ、過去のドラマ・バラエティー、音楽 LIVE、アニメなど様々なジャンルのコンテンツを配信。

2008年 11 月より地上波番組の見逃し配信を開始。現在、PC、スマートフォン、携帯（フィーチャーフォン）にてご利用

いただけます。 

 

 

 

 

http://fod.ｆujitv.co.jp/ 
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■「ビデオマーケット」サービス概要■ 

【スマートフォン】 

写真提供フジテレビ 

写真提供フジテレビ 

写真提供フジテレビ 
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対応 OS：iOS4.0 以上、Android 対応キャリア： NTT ドコモ、au、ソフトバンクモバイル、イー・モバイル、ディズニーモバイル 

アクセス方法： www.videomarket.jp にアクセス 

[Android 全キャリア共通] Google Play にて「ビデオマーケット」で検索⇒「ビデオマーケット」アプリをダウンロード 

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.videomarket.player 

[NTT ドコモ（Android）] dmenu > メニューリスト > 動画 > アニメ／特撮 > ビデオマーケット 

[au（Android）] au one > メニューリスト > 音楽・映像 > ビデオマーケット 

【フィーチャーフォン】 

対応キャリア： NTT ドコモ(i モード)、au(EZweb)、ソフトバンクモバイル(Yahoo!ケータイ） 

アクセス方法： 

[i モード] i メニュー > メニューリスト > 動画/ビデオクリップ > アニメ/特撮 > ビデオマーケット 

[EZweb] auone > メニューリスト > ビデオ > ビデオマーケット 

[Yahoo!ケータイ] Yahoo!ケータイ > メニューリスト > 動画 > アニメ > ビデオマーケット 

※上記作品の配信は、スマートフォン＆フィーチャーフォン向けとなります。 

※全てのサービスにおいて別途パケット料金が発生いたします。 

■■本件に関するお問い合わせ先■■ 

株式会社ビデオマーケット 担当：横佩（よこはぎ） TEL：03-3505-3555／FAX：03-3505-3556 

E-mail：press@videomarket.co.jp 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-10-9 ラウンドクロス赤坂 8F 

http://www.videomarket.jp/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.videomarket.player
mailto:press@videomarket.co.jp

