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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の新ドラマ、アニメを 

「ビデオマーケット」の「フジテレビ On Demand」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」( http://www.videomarket.jp )は、「ビデオマーケット」内で展開中の

「フジテレビ On Demand」*より、フジテレビ系で 1月スタートの月 9ドラマ「ラッキーセブン」、火 9ドラマ「ストロベリーナイト」、

火 10 ドラマ「ハングリー！」、木 10 ドラマ「最後から二番目の恋」、ドラマチック・サンデー「早海さんと呼ばれる日」、木曜深

夜ノイタミナ「テルマエ・ロマエ」の見逃し配信をいたします。また、CS 放送フジテレビ TWO にて放送中の「スイッチガール!!」、

「恋愛観察バラエティー あいのり２ カンボジア編」も絶賛見逃し配信中です。各番組放送後に順次最新話を配信していく

予定です。 

 

月 9 ドラマ「ラッキーセブン」 
本放送：1 月 16 日（月）よる 9 時放送開始 

配信：1 月 18 日（水）午後 4時配信開始予定 

 

【作品概要】 
松本潤×瑛太×仲里依紗×大泉洋×松嶋菜々子の超
豪華顔合わせが実現。 
7 人豪華キャストで描く探偵もの。華やかな本格アクションが

見せ場。テーマは「仲間とそのきずな」 

 

火 9 ドラマ「ストロベリーナイト」 
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】 

誉田哲也の人気ミステリー原作『ストロベリーナイト』。竹内結

子が刑事役に初挑戦し、衝撃的な内容で話題となった『ストロ

ベリーナイト』を連続ドラマとして放送！ 

 

火 10 ドラマ 「ハングリー！」 
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】 

夢に破れたロックミュージシャンがフレンチレストランをオープ

ン！心もお腹も満たす、極上料理をお届けします 

 

木 10 ドラマ「最後から二番目の恋」 
本放送：毎週木曜日よる 10 時放送 

配信：1 月 17 日（火）午後 4時配信開始予定 

 

 

【作品概要】 
小泉今日子・中井貴一 W 主演！ 

坂口憲二、内田有紀、飯島直子 豪華出演陣による“全世代

の女性の応援歌、大人の青春ドラマ”をお届けします！ 

 

ドラマチック・サンデー「早海さんと呼ばれる日」 
本放送：毎週日曜日よる 9 時放送 

配信：1 月 18 日（水）午後 4時配信開始予定 

 

 

 

 

 

 

【作品概要】 
主演に松下奈緒、そして井ノ原快彦、要潤、中丸雄一、森永

悠希といったイケメン 4兄弟と古手川祐子、船越英一郎という

豪華メンバーが織りなすリアルな目線で共感できるホームド

ラマ！！ 

 

木曜深夜ノイタミナ「テルマエ・ロマエ」 
本放送：毎週木曜日深夜・ノイタミナにて放送 

配信：毎週金曜日午前 1 時 30 分配信 

 

 

 

 

 

 
【作品概要】 

シリーズ累計 500 万部突破！「マンガ大賞 2010」と「第 14 回手

塚治虫文化賞短編賞」を W 受賞し、ほとんど社会問題化してい

る超ベストセラー・爆笑コミック「テルマエ・ロマエ」。映画に先駆

けて急遽アニメ化！ 

（Ｃ）Tetsuya Honda,Kobunsha／フジテレビ／共同テレビ 

（Ｃ）関西テレビ／ホリプロ 

（Ｃ）フジテレビ／共同テレビ 
 （C）2012 Mari Yamazaki/PUBLISHED BY ENTERBRAIN, INC./アニメ「テルマエ・ロマエ」製作委員会 

写真提供フジテレビ 

写真提供フジテレビ 

http://www.videomarket.jp/


 

「スイッチガール!!」 
本放送：CS 放送フジテレビ TWO にて 

毎週土曜よる 10 時 30 分より放送 

配信：毎週土曜日よる 11 時配信 

 

 

 

 

 

 
【作品概要】 

シリーズ累計 500 万部を誇る大人気コミックがついにドラマ

化！主演は「Seventeen」トップモデルの西内まりや。相手役は

映画・ドラマ・舞台で活躍、イケメン俳優の桐山漣。 

 

「恋愛観察バラエティー あいのり２ カンボジア編」 
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：毎週日曜日 0 時配信 

 

 

 

 

 

 
【作品概要】 

ラブワゴンが旅するのは、世界遺産の国・カンボジア！ 

2 組のカップルが誕生した「あいのり２ バングラデシュ編」に続き、

セカンドシーズンとなる「カンボジア編」の旅も恋の嵐が吹きあれ

る！ 

【作品ページ】 

「ラッキーセブン」：http://www.videomarket.jp/title/161/021 

「ストロベリーナイト」：http://www.videomarket.jp/title/161/194 

「ハングリー！」：http://www.videomarket.jp/title/161/195 

「最後から二番目の恋」：http://www.videomarket.jp/title/161/199 

「早海さんと呼ばれる日」：http://www.videomarket.jp/title/161/200 

「テルマエ・ロマエ」：http://www.videomarket.jp/title/161/202 

「スイッチガール!!」：http://www.videomarket.jp/title/161/198 

「恋愛突撃バラエティ あいのり 2 カンボジア編」：http://www.videomarket.jp/title/161/191 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
*「フジテレビ On Demand」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。 

 

 

 

 

http://fod.ｆujitv.co.jp/ 

 

■「ビデオマーケット」サービス概要■ 

【スマートフォン】 

対応 OS：Android  対応キャリア： NTT ドコモ、au by KDDI、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： 

[全キャリア共通]Android マーケットにて「ビデオマーケット」で検索 

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

[au by KDDI] 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 by KDDI(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 > カテゴリ(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 

 

※「最後から二番目の恋」、「テルマエ・ロマエ」、「スイッチガール!!」、「恋愛観察バラエティー あいのり２ カンボジア編」の

配信は、Android、i モード、EZweb、Yahoo!ケータイとなります。 

※「ラッキーセブン」、「ストロベリーナイト」、「ハングリー！」、「早海さんと呼ばれる日」の配信は、i モード、EZweb、Yahoo!ケ

ータイとなります。 

※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）・長尾・福原 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 

写真提供フジテレビ 写真提供フジテレビ 
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