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Top Message

年度末の累計正味加入件数は
開局以来最高の280万件を突破

代表取締役社長  田
た な か

中  晃
あきら

●プロフィール … 1954（昭和29）年生。早稲田大学第一文学部卒業。1979年日本テレビ放送網入社。「箱根駅伝」 
「巨人戦」「世界陸上」などスポーツ中継を多数担当。コンテンツ事業推進部長、編成部長、メディア戦略局次長を歴任。
2005年スカイパーフェクト・コミュニケーションズ執行役員常務、2008年スカパーJSAT執行役員専務を経て2010年 
スカパー・エンターテイメント代表取締役社長に就任。また、2013年よりスカパーJSATホールディングス取締役、 
スカパーJSAT取締役執行役員専務有料多チャンネル事業部門長を兼職。2015年6月WOWOW代表取締役社長に就任。

2015年度は、正味加入件数が4万8千件の純増となり、年度末の累計
正味加入件数は開局以来最高の280万5千件となりました。映画、ドラマ、
スポーツ、音楽の主要4ジャンルの番組を強化したことが、10期連続純増
につながったと捉えています。

その中でも、テニスのグランドスラム4大会に新たに「インターナショナル・
プレミア・テニスリーグ IPTL」を加え、通年でテニスを放送したことや、昨年
5月のボクシング世紀の一戦「マニー・パッキャオVSフロイド・メイウェ
ザー」、福山雅治や矢沢永吉の音楽ライブ等が新規加入を牽引しました。

V6のデビュー 20周年ライブや「ラグビー欧州6カ国対抗戦 シックス・
ネーションズ」など、話題性のあるコンテンツを編成できたことにより、これ
までWOWOWを見たことがないお客さまにご加入いただけたことも正味加
入件数純増につながりました。

さらに、お客さまに継続してご視聴いただくため、当社カスタマーセンター
で実施している、お客さま一人ひとりの嗜好に合わせた番組レコメンド施策
が解約抑止に寄与しました。

結果、2015年度は累計正味加入件数の増加に伴い、過去最高の売上高
を更新しました。一方、経常利益は番組費の戦略的な費用投下等により、
前期と比べ減益になりました。株主の皆さまへの利益還元につきましては、
1株当たり年間配当金は当初予想60円に開局25周年記念配当10円を加え、
70円といたしました。

●2015年度決算について

連結収支加入実績
（単位：百万円）

※1 2015年4月1日付で普通株式1株を2株の割合で株式分割を行っ
ております。2014年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定
して年間配当を算出しております

※2 開局25周年記念配当10円を含む

（単位：千件）

2014年度
実績

2015年度
実績 前期比

売上高 72,631 75,296 103.7%

経常利益 10,371 9,516 91.8%

年間配当 60円※1/株 70円※2/株 116.7%

2014年度
実績

2015年度
実績 前期比

新規加入 685 590 86.2%

解約 577 541 93.9%

正味加入 108 48 44.8%

累計正味加入 2,756 2,805 101.8%
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2016年度は開局25周年（詳細5 〜 6ページ）であると同時に、3カ年の中期経営
計画※（2014年度〜 2016年度）の最終年度となります。これまでの2年間で、連続ド
ラマWを毎週1本から2本に増やしたことや、テニス番組の充実、世界各国のメディア
やクリエーターと共同で番組を企画制作する「国際共同制作プロジェクト」をスタートさ
せるなど、番組を強化してきました。さらに、WOWOWメンバーズオンデマンドのコン
テンツを充実させ、TV&Web時代の進化に向き合うことでブランド強化を図りました。 

2016年度は経営資源の選択と集中をより徹底し、3つの戦略に重点的に取り組み
ます。1つ目は、4年に一度のサッカーの祭典「UEFA EURO 2016™ サッカー欧州
選手権」や開局25周年記念番組等の加入のフックとなる大型番組を投入し、ブランド
強化に向けた編成・コンテンツ戦略の強化に取り組みます。

次にターゲットのニーズに対応した番組情報をより効果的かつ効率的にお届けし、
お客さまの獲得を目指します。そして、3つ目は2020年に向けて、4K/8Kなど次世
代放送サービスへの取り組みのほか、お客さまとの1対1のコミュニケーションを大
切にするために、パーソナルベースの動向や嗜好を管理分析できるデータ・マネジメン
ト・プラットフォームを強化します。 ※中期経営計画の詳細は当社IR情報サイトをご覧ください

2016年度は4年に一度のサッカーの祭典「UEFA EURO 2016™ サッカー欧州
選手権」を放送する年です。1996年から6大会連続で放送していますが、今大会は

過去最多の24カ国が出場、51試合が行われます。6月10日の開幕から全試合生中継、
WOWOWメンバーズオンデマンドでもライブ配信を行っています。

当社は今大会をきっかけに新規加入されたお客さまに継続してご視聴していただく
ために、今後放送する魅力ある番組を、お客さま一人ひとりの嗜好に沿うように訴求し
ていきます。

その番組の一つが、WOWOW初の全20話の長編オリジナルドラマ「連続ドラマW 
沈まぬ太陽」です。第1部はすでに5月8日から放送し、お客さまから好評をいただい
ておりますが、第2部の放送は本大会が終了する7月10日から開始します。

さらに、6月27日から開幕するウィンブルドンテニスや8月開幕の全米オープンテニ
ス、ライブ活動無期限休止前の最後となる氷室京介の東京ドーム公演などをライン
ナップし、継続視聴していただけるように努めます。

当社は、放送サービスの高度化への技術・コンテンツ対応を行い、成長領域を広げ
ていくことを中期経営計画で掲げています。

昨年放送した「連続ドラマW 海に降る」は、ドラマとしては日本で初めて全編4K・
HDR（ハイダイナミックレンジ※）で制作しました。今年度は、ワーナー・ブラザース・
テレビジョン製作の人気ドラマ「コールドケース」のフォーマット権を獲得し、全編
4K・HDRで制作します。オリジナル版のコンセプトや設定、登場人物、ストーリーな
どをもとに、日本人のキャストが演じます。本年10月より全10話で放送する予定です。

今後もお客さまから支持されるコンテンツを編成・制作することで、11期連続の 
正味加入件数純増、事業計画達成を目指します。今後のWOWOWにどうぞご期待
ください。

※HDR（ハイダイナミックレンジ）：映像に記録できる明るさ情報（輝度）のレンジを拡大する技術

経営資源の選択と集中を徹底し、
11期連続の正味加入件数純増を目指す

●大型番組を中心に、新規加入獲得と解約抑止を狙う

●次世代技術への取り組み

●2016年度事業計画達成に向けて

WOWOW開局25周年記念
連続ドラマW　沈まぬ太陽

5月8日（日）スタート（全20話）［第1話無料放送］
（第1部 ： 全8話、第2部 ： 全12話） 

2016年度事業計画の概要

▶▶▶ 加入のフックとなる大型番組投入やブランド強化に向けた編成・コンテンツ戦略の向上

▶▶▶ ブランドターゲットに向けて、広告宣伝費の効果・効率的な投下

▶▶▶ 4K/8Kなど次世代放送サービスへの取り組み
▶▶▶ 会員ビジネスの根幹を担う、データ・マネジメント・プラットフォームの強化

1

2

3

加入獲得・維持に資する編成及びコンテンツの創出

加入トレンドの維持・向上に向けたマーケティング戦略の構築

VISION2020に向けた取り組み
WOWOW開局25周年記念

UEFA EURO 2016™ サッカー欧州選手権
6月10日（金）〜7月10日（日）［開幕戦無料放送］

「UEFA EURO 2016™ サッカー欧州選手権」：ベイル（ウェールズ代表）、ノイアー（ドイツ代表） 写真：ロイター/アフロ、C・ロナウド（ポルトガル代表）、
イブラヒモヴィッチ（スウェーデン代表）、アザール（ベルギー代表）、イニエスタ（スペイン代表） 写真：アフロ、ポグバ（フランス代表） Getty Images

原作：山崎豊子
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　当社は1991年4月1日に営業放送を開始し、2016年4月1日に25周年を迎え
ました。加入者の皆さまへの感謝とともに、今後も新たな価値を提供できるよう、 
開局25周年の2016年度から新しいチャレンジを行っていきます。

●ドラマ制作部 青木プロデューサー
　2008年にスタートした連続ドラマWは、5話程度
の作品が多かったのですが、今回初めて長編作品の
制作にチャレンジしました。「沈まぬ太陽」は、山崎豊
子さんの最高傑作と言われ、文庫本5冊の長編小説
です。この物語を余すところなく描くためには、全20
話という長編ドラマがふさわしいと考えました。観て
面白いというだけではなく、観終わった後に考えさせ
られる作品にしたいと思います。

●エンターテインメントビジネス部 青木プロデューサー
　ハリウッドをはじめ多数の映像化のオファー
があった原作であり、4年という長い歳月をかけ
て映像化に至りました。生田斗真さん、岡田将生
さん、栗山千明さん、大森南朋さん、松坂桃李さ
んなど、人気と実力を兼ね備えたキャストが集
結。メガホンを取るのは、『るろうに剣心』シリー
ズの大友啓史監督です。

●スポーツ部 瀧口プロデューサー
　今大会より出場国が16ヶ国から24ヶ国
に、試合数は31試合から51試合に増加し
ます。WOWOWでは、全51試合の生中継
だけでなく、WOWOWメンバーズオンデ
マンドでもライブ配信します。サッカーの
祭典を多くの視聴者の皆さまに楽しんで
いただきたいです。

●ドラマ制作部 岡野プロデューサー
　ワーナー・ブラザース・テレビジョン製作の人
気ドラマ「コールドケース」の日本版を全編4K・
HDRで制作します。「コールドケース」は、アメリ
カのCBSで放送された刑事ドラマです。日本版
では、オリジナル版のコンセプト、設定をベース
に日本ならではの社会問題を取り入れてドラマ
化します。

WOWOW開局25周年ラインナップ

連続ドラマW  沈まぬ太陽
5月8日（日）スタート（全20話）［第1話無料放送］

（第1部：全8話、第2部：全12話）
第2部  7月10日（日）スタート

生中継！プリンセス プリンセス
TOUR 2012-2016 再会 −FOR EVER−

 『秘密  THE TOP SECRET』
8月6日（土）劇場公開

UEFA EURO 2016™ 
サッカー欧州選手権
6月10日（金）〜7月10日（日）

［開幕戦無料放送］

連続ドラマW  コールドケース 〜真実の扉〜
10月放送予定（全10話）

Ⓒ 2016「秘密 THE TOP SECRET」製作委員会

 『ミュージアム』
2016年秋  劇場公開予定

IPC×WOWOW パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ
「WHO I AM」
10月スタート（2016年 全8回）

Ⓒ 巴亮介/講談社 Ⓒ 2016映画「ミュージアム」製作委員会

WOWOW開局25周年ラインナップは続々と展開

エンターテインメントにできること。

原作：山崎豊子

2016年度は
開局25周年

東日本大震災から5年。当社は報道を持
たないテレビ局の社会的使命を果たすた
め、東日本大震災直後、「エンターテインメ
ントにできること。」というコーポレート

メッセージを掲げ、さまざまな形で日本に元気
や勇気をお届けしてきました。

今年は、3月11日に行われたプリンセス プリ
ンセスの東北復興支援コンサートの生中継に
合わせ、ライブハウス「チームスマイル・釜石
PIT」で行われたライブ・ビューイングに、東北
地方にお住まいの方50組100名様をご招待し
ました。

さらに、プリンセス プリンセスの復興支援活
動を追った特別番組を東北地方のケーブル局
合計12局に無償提供を行ったほか、WOWOW
プライムでは、震災から5年経過した今も東北地
方に通い続け、手作りのライブを届けている歌
手・大島花子に迫ったドキュメンタリー番組や、
各年の「エンターテインメントにできること。」で
お届けした番組を厳選し、お届けしました。

プリンセス プリンセスの
東北復興支援コンサートを
生中継
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※おことわり 本紙に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、様々な要素によりこれら業績見通し
とは異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向などが含ま
れております。ただし、業績に影響を与えうる要素はこれらに限定されるものではありません。

　当連結会計年度の総資産は634億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ
4億60百万円の増加となりました。主な要因は、有形固定資産で機械及び装置、
投資その他の資産でその他が減少しましたが、流動資産で現金及び預金、無形固

定資産でソフトウエアが増加したことによるものです。

　負債合計は188億6百万
円となり、前連結会計年度末
に比べ37億54百万円の減少

となりました。主な要因は、流動負債で
買掛金及び未払法人税等が減少したこ
とによるものです。

　純資産合計は446億46
百万円となり、前連結会計年
度末に比べ42億15百万円

の増加となりました。主な要因は、利益
剰余金の増加によるものです。

貸借対照表の概要（連結）

0

70,000

10,000

20,000

30,000

50,000

40,000

60,000

流動資産
39,041

流動資産
39,315

（単位：百万円）

負債
22,561

負債
18,806

固定資産
23,950

固定資産
24,137

前期 当期 前期 当期

（2014年度） （2015年度） （2014年度） （2015年度）

純資産
40,430

純資産
44,646

資産合計
63,452
❶

負債・純資産
合計
63,452

資産合計
62,991

負債・純資産
合計
62,991

資産
❶

負債
❷

純資産
❸

　2016年度の正味加入件数は6万件の増加を目指します。正味加入件数の増加に伴い増収を見
込んでおりますが、為替の影響等により番組費が増加することや、減価償却費の増加、子会社の本
社移転費用発生等により減益を見込んでおります。

2016年度業績見通し （2016年5月13日公表値）

※それぞれ、百万円未満は切り捨てております。

正味加入件数は48,344件の純増となり、
10期連続の純増を達成しました。年度末の 
累 計 正 味 加 入 件 数としては 過 去 最 高 の
2,804,674件となりました。

一年を通してテニスを編成したことや、エキ
サイトマッチ「マニー・パッキャオVSフロイド・メ
イウェザー」、V6や福山雅治、矢沢永吉のライ
ブ等が新規加入獲得を牽引しました。

決算のご報告  2015年度の業績の概況と2016年度業績見通し

9,516 百万円

前期比 91.8 %➡

10 円増配㆖

前期比 103.7 %㆖
（単位：百万円）
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70,000
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■第2四半期  ■通期  計画
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2014年度

（単位：円）

2014年度

※1
※2

（単位：百万円） ●経常利益率（単位：%）40
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309,516 9,300
10,371

12.6 12.114.3

■第2四半期  ■通期  計画

2016年度
計画

2015年度2014年度

※1 2015年4月1日付で普通株式1株を2株の割合で株式分割を行っております。2014年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して年間配当を算出しております
※2 開局25周年記念配当10円を含む

2015年度の1株当たり年間配当金は、当初
予想60円に開局25周年記念配当10円を加え、
70円としました。

また、次期の1株当たり年間配当金は、60円
を予定しております。

累計正味加入件数の増加に伴い有料放送収
入が前期に比べ増加したこと等により、売上高
は過去最高の752億96百万円と前期に比べ
26億64百万円の増収となりました。

番組費の戦略的な費用投下等により、経常
利益は95億16百万円と前期に比べ8億54
百万円の減益となりました。

累計正味加入件数

1株当たり年間配当金

売上高（連結）

経常利益（連結）

75,296 百万円

70 円 

2,805 千件

前期比 48千件㆖
（単位：千件）

1,000

3,000

2,500

2,756 2,805 2,865

2015年度2014年度 2016年度
計画

2500

3000

加入計画

収支計画（連結）

（単位：千件）

（単位：百万円）

2015年度
実績

2016年度
計画

前期比較
前期差 前期比

新規加入 590 570 △20 96.7%
解約 541 510 △31 94.2%
正味加入 48 60 12 124.1%
累計正味加入 2,805 2,865 60 102.2%

（連結）
2015年度

実績
2016年度

計画
前期比較

前期差 前期比
売上高 75,296 76,800 1,503 102.0%
営業利益 9,080 9,000 △80 99.1%
経常利益 9,516 9,300 △216 97.7%
親会社株主に帰属
する当期純利益 6,707 6,400 △307 95.4%
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会社情報 （2016年3月31日現在） 株式の状況 （2016年3月31日現在）

社名……………… 株式会社WOWOW
本社……………… 東京都港区赤坂5-2-20  赤坂パークビル21F
ホームページURL … http://www.wowow.co.jp/
主な事業内容 …… 放送法に基づく基幹放送事業および一般放送事業
放送チャンネル デジタル放送 テレビ BSデジタル191、192、193ch
  データ放送 BSデジタル791、792ch
設立……………… 1984年12月25日
営業放送開始…… アナログ放送 1991年4月1日（2011年7月24日に終了）
 デジタル放送 2000年12月1日
資本金…………… 50億円
従業員 …………… 連結419名　単体275名

株式会社WOWOWコミュニケーションズ
テレマーケティング業務受託、各種コンタクトセンター受託運営、会員サービス事業、カスタマーセンター構築ソリュー
ションをはじめとする顧客管理業務全般

WOWOWエンタテインメント株式会社
コンテンツ制作・調達業務、音楽著作権の管理及び許諾業務、番組中継収録業務

株式会社放送衛星システム
放送衛星の調達・運用業務

株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
デジタル放送の限定受信システム（CAS）のICカード発行・管理業務

代表取締役会長 和崎　信哉
代表取締役社長 田中　晃
専務取締役 橋本　元 経営戦略担当
 佐藤　和仁 IR経理担当
常務取締役 山崎　一郎 人事総務、リスク管理・コンプライアンス担当
 坂田　進恒 技術担当
取締役 牧野　力 編成、制作、エンターテインメントビジネス担当
 大高　信之 マーケティング、営業担当
取締役（非常勤） 飯島　一暢 株式会社サンケイビル　代表取締役社長　社長執行役員
 丸山　公夫 日本テレビホールディングス株式会社 専務取締役
 山本　敏博 株式会社電通　常務執行役員
 藤田　徹也 株式会社東京放送ホールディングス 代表取締役専務取締役
 菅野　寛 一橋大学大学院　国際企業戦略研究科　教授
監査役 山内　文博
監査役（非常勤） 草間　高志 みずほ証券株式会社　常任顧問
 遠山　友寛 TMI総合法律事務所開設、パートナー弁護士
 梅田　正行 株式会社朝日新聞社　取締役

会社概要

関係会社

所有者別一覧

取締役及び監査役 （2016年6月22日現在）

■個人・その他（持株会等） 10,351名（96.29%）■その他の国内法人 203名（1.89%）

所有株主数／合計10,749名

所有株式数（1単元の株式数100株）／合計288,418単元

■個人・その他（持株会等）
　60,850単元（21.10%）

外国法人等■
27,916単元（9.68%）

金融商品取引業者 1,300単元（0.45%）■
金融機関 28,837単元（10.00%）■

その他の国内法人■
169,515単元（58.77%）

金融商品取引業者 21名（0.20%）■
金融機関 26名（0.24%）■■外国法人等 148名（1.38%）

発行可能株式総数……………… 114,000,000株
株主数…………………………… 10,749名

発行済株式の総数 ……………… 28,844,400株

大株主一覧
株主名 所有株式数（株）
株式会社フジ・メディア・ホールディングス 4,630,400
株式会社東京放送ホールディングス 4,195,400
日本テレビ放送網株式会社 2,616,400
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （退職給付信託口・株式会社電通口） 1,400,800
新井隆二 1,294,600
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505224

（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） 650,000

エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ株式会社 580,200
株式会社朝日新聞社 555,200
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク銀行株式会社) 364,800
株式会社テレビ朝日ホールディングス 346,000
株式会社テレビ東京 346,000
株式会社日本経済新聞社 346,000
株式会社毎日新聞社 346,000
株式会社読売新聞東京本社 346,000

（注） 上記のほか、自己株式が1,853,130株あります。

（注） 1. 自己株式1,853,130株は、「個人・その他（持株会等）」に18,531単元、「単元未満株式の状況」に30株含まれております。
 2. 「その他の国内法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。

※2013年10月1日に普通株式1株につき100株の割合、2015年4月1日に普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
　上記株価推移は、当該株式分割を考慮した金額推移です。

当社は社外取締役5名、社外監査役3名が在籍しており、当該社外役員8名のうち5名を独立役員として登録しております。
独立役員は山本敏博氏、菅野寛氏、草間高志氏、遠山友寛氏、梅田正行氏となります。 株価の推移 （2011年4月1日〜 2016年3月31日）
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2,000

3,000

（円）
4,000
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IR情報サイトのご案内

株主メモ

法令に定められたとおり、支払調書には株主さまのマイナンバーを記載し、 
税務署へ提出いたします。

【主な支払調書】
・ 配当金に関する支払調書
・ 単元未満株式の買取請求など株式の譲渡取引に関する支払調書

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部　  0120-232-711

決算期…3月31日 基準日…3月31日
株主名簿管理人特別口座の口座管理機関
 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社
 証券代行部　〒137-8081
 東京都江東区東砂七丁目10番11号
  0120-232-711

外国人等の株主名簿への記録の制限
当会社は、次の各号に掲げる者（以下、「外国人等」という。）が当会社の議決権の5分の1以上を占めることとなると
きは、放送法の規定に従い、外国人等の取得した株式について、株主名簿に記録することを拒むことができる。
1.日本の国籍を有しない人  2.外国政府またはその代表者  3.外国の法人または団体

株主インフォメーション

ご注意
1. 株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続きに

つきましては、原則、口座を開設されている口座管理機
関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開
設されている証券会社等にお問合せください。株主名
簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取扱いできません
のでご注意ください。

2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつき
ましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっており
ますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託
銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国
各支店にてもお取次ぎいたします。

3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本
支店でお支払いいたします。

定時株主総会…… 6月
公告方法………… 電子公告

ただし電子公告によることができない事故その他やむ
を得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載す
る方法により行う。
電子公告掲載のホームページアドレス
http://www.wowow.co.jp/co_info/ir/stock/publicnotices.html

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係のお手続きで必要となります。
このため、株主さまから、お取引の証券会社等へマイナンバーをお届出いただく必要がご
ざいます。

株式に関する「マイナンバー制度」のご案内

株主さまアンケートのお願い

WOWOWの株主優待

株主優待の一つとして、WOWOW視聴料が3カ月分無料となる「視聴優待」もご用意しています。
WOWOWの魅力を体感いただける視聴優待を、ぜひご利用ください。

9月30日現在の株主名簿に記載された所有株式数100株以上の株主の皆さまに、
1、2のいずれかを贈呈

視聴優待は1加入契約につき1優待となり、同一の加入契約で複数名義の優待は適用いたしません。
その他の適用条件などの詳細は、WOWOW IR情報サイトをご確認ください。

▶IR情報＞株式情報＞株主優待
　http://www.wowow.co.jp/co_info/ir/stock/return.html
※株主優待制度の内容については2016年3月末日現在の内容であり、今後変更されることがあります。

WOWOW視聴料
3カ月分無料

さらに
2年以上継続して所有いただいている
株主の皆さまには、さらに1カ月分、

合計4カ月分無料（※）　

視聴優待

WOWOW特製
QUOカード  2,000円分

QUOカード

または

当社IR情報サイトで、「WOWOW LETTER」のバックナンバー
ほか、各種IR資料をご覧いただけます。

▶IR資料室 TOP＞IR情報＞IR資料室
　http://www.wowow.co.jp/co_info/ir/ref/

WOWOWでは、株主の皆さまからのご意見・ご感想を、今後のIR活動や皆さま

とのより良いコミュニケーションの実現につなげて参りたいと考えております。 

つきましては、お手数ですが、同封しておりますアンケートはがきにご回答のうえ、

2016年7月31日までにご返送くださいますようお願い申しあげます。

株式関係業務におけるマイナンバーの利用

● 証券口座にて株式を管理されている株主さま
▶︎▶︎▶︎  お取引の証券会社までお問い合わせください。

● 証券会社とのお取引がない株主さま
▶︎▶︎▶︎ 下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。

マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先
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氷室京介  
WOWOW 
SPECIAL
〜LAST GIGS 
AT TOKYO 
DOME〜
7月23日（土） 

WOWOWメンバーズオンデマンド専用ダイヤル  受付時間 9：00〜20：00 年中無休  0120-808-997

［WOWOWメンバーズオンデマンド］のご利用は3ステップ

BABYMETAL WORLD TOUR 2016
kicks off at THE SSE ARENA WEMBLEY
7月31日（日）

ＷＯＷＯＷ開局25周年記念
桑田佳祐 「偉大なる歌謡曲に感謝 
〜東京の唄〜」 6月25日（土）

土曜オリジナルドラマ
連続ドラマW  希望ヶ丘の人びと
7月16日（土）スタート（全5話）［第1話無料放送］

ウィンブルドンテニス
6月27日（月）〜7月10日（日）連日生中継 ※7月3日（日）除く

［初日無料放送］

加入獲得・維持に資する編成及びコンテンツの創出

いつでも、どこでも。

Coming Soon

●お電話でのWOWOWメンバー登録も受付いたします

※オンデマンドサービスは有料放送契約
を締結し、月額視聴料をお支払いいただい

ている方がご利用できます。 ※番組の視聴には月額視聴料以外の費用はかかりませんが、サービスの利用
に際し配信端末のパケット通信料その他の通信料金等は、お客様のご負担になります。 ※各種端末におい
て、動作確認が完了していないOSバージョンでは、本サービスをご利用いただけない場合がございます。 
※ライブ配信等でアクセスが集中した場合、視聴いただけるまでに時間がかかることがございます。

http://www.wowow.co.jp/join/詳しくは で検索！
0120-580-807 受付時間

9：00〜20：00
年中無休

W O W O W

●WOWOWの新規ご加入お申し込み・お問合せはこちらから

で検索Webからは WOWOW オンデマンド

ステップ 1
WOWOWメンバー登録

ステップ 3
ログインして視聴スタート

ステップ 2
アプリをダウンロード

（パソコンはサイトへアクセス）

Ⓒ Amuse inc.

錦織圭 写真：アフロ、フェデラー 写真：AP/アフロ、マレー 写真：ロイター/アフロ、
ジョコビッチ、ナダル Getty Images

トム・クルーズ特集
WOWOWメンバーズオンデマンドでも、トム・クルーズ
特集を配信。限定配信の特別映像も楽しめる。

全米オープンテニス
2016年8月開幕

写真：AP/アフロ

『ミッション：インポッシブル/ローグ・ネイション』 Ⓒ 2016 Paramount Pictures.

未加入のお客さまとの接点を強化すべく、毎週火曜深夜0：00は、
オリジナルドラマや海外ドラマ、各種情報番組などを“無料”でお届けしています。

毎週火曜深夜0：00は無料放送

氷室京介  WOWOW SPECIAL 
〜PROLOGUE OF LAST GIGS〜 
7月19日（火）

「連続ドラマW  沈まぬ太陽」 第1部総集編 
7月5日（火）

原作：山崎豊子
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出会いにあふれた毎日を。 忘 れ ら れ な い 瞬 間 を 。

い つ で も 、ど こ で も 。

映 画 の あ る 人 生 を 。


