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キムテヒ初回は10.2％で「大健闘」？【妖怪人間ベム＞＞
整形人間キム】・【深夜の光浦靖子＞ゴールデンのキムテヒ】
・キムテヒ出演いいとも6.4％・「ギリギリ10％超えの謎」
アイリスもイケパラも初回視聴率はスレスレ10％超

http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2011/10/24/kiji/K20111024001883290.html

西島秀俊＆キム・テヒのラブコメ 初回は10･2％
フジテレビ系連続ドラマ「僕とスターの99日」でダブル主演を
務める西島秀俊（左）とキム・テヒ→
23日にスタートした西島秀俊(40)と韓国の
人気女優、キム・テヒ(31)がダブル主演するフ
ジテレビ系連続ドラマ「僕とスターの99日」
（日
曜後9･00）の初回平均視聴率が10･2％（ビデ
オリサーチ調べ、
関東地区）
だったことが24日、
分かった。初回は15分拡大で放送された。
“いちばん近くで遠い恋” をテーマに、警備会
社でアルバイトをする冴えない独身アラフォ
ー男・並木航平（西島）と、彼が99日間の限
定でボディーガードをすることになった韓国
のトップ女優のハン・ソナ（キム）の織りなすラブコメディ。共演は桜庭
ななみ(18)、要潤(30)、佐々木蔵之介(43)ら。第一話は出会うはずのな
い２人が出会い、航平がソナのボディーガードとなり、２人の心が通じ合
う様子などを描いた。
前クール（７〜９月期）の同枠ドラマ「花ざかりの君たちへ イケメン
☆パラダイス2011」
（前田敦子主演）は初回平均視聴率10･1％、全話平
均で7･3％だったこと、さらには裏番組となるTBS開局60周年記念ドラ
マ「南極大陸」の強力さを考えると、大健闘のスタートと言えそうだ。
なお、
「南極大陸」の第２話（10分拡大放送）は視聴率が19･0％だった。
[ 2011年10月24日 10:00 ]

＞23日にスタートした西島秀俊(40)と韓国の人気女優、キム・テ
ヒ(31)がダブル主演するフジテレビ系連続ドラマ「僕とスターの
99日」（日曜後9･00）の初回平均視聴率が10･2％（ビデオリサ
ーチ調べ、関東地区）だったことが24日、分かった。
視聴率ウォッチャーの間では、「ギリギリ10％超えの謎」という
言葉が出現している。
キムチ臭い番組などの低視聴率が予想（期待）されると、なぜか
不思議と視聴率がスレスレ10％を超える謎のことだ。
―――――――
「アイリス」初回 10.1%
（イ・ビョンホンとキム・テヒ主演の地上波ゴールデン帯初の韓国ドラマ、TBS）
「花ざかりの君たちへ 〜イケメン☆パラダイス〜2011」初回
（反日極悪企業の花王が単独提供、フジTV）

10.1%

『HEY!HEY!HEY! SP 』 K-POP大特集 10.3%
「史上空前の社会現象『K-POOP』テレビ初超人気グループが奇跡の競演！」フジTV
「僕とスターの99日」初回 10.2%
（反日韓国人女優キム・テヒ主演、花王単独提供、フジTV）

―――――――
このように、電通、TBS、フジテレビ、花王など、主な韓国ごり
押し軍団によるドラマ初回やスペシャル番組は、何故か不思議と
ギリギリ10％を超える。
視聴率を調査して結果をまとめている会社はビデオリサーチと
いう会社で主要株主が34.2％の電通だ。
本当は８％くらいでも、10.1％とか10.2％
にしてしまっているのではないかと疑念が
払拭できない。
「僕とスターの99日」の番組企画をした
成田一樹（フジテレビ）は、電通名誉相談役
である成田豊の息子だという。
ソウルで生まれ育った電通の成田豊は、韓国
が遅れて招致に乗り出した2002年のサッ
カー・ワールドカップで日本の単独開催を

妨害して日韓共同開催を主導した韓国の功労者として韓国から
外国人に与えられる勲章としては最高位の勲章（修交勲章光化章）
を授与された。
ビデオリサーチ（電通が大株主）が、長年にわたり電通のトップに
君臨した成田豊の息子である成田一樹が企画した「僕とスターの
99日」の初回視聴率に多少下駄を履かせても不思議ではない。
―――――――
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1319161281/
501 ：可愛い奥様：2011/10/24(月) 09:40:32.19 ID:gvcQsEaS0
「僕とスターの99日」 初回10.2%
「花ざかりの君たちへ 〜イケメン☆パラダイス〜2011」 初回10.1%
平均7.0%
「アイリス」 初回10.1% 平均7.1%
504 ：可愛い奥様：2011/10/24(月) 09:41:54.23 ID:gt4Y4UdN0
>>501 なにこの法則…最低ラインが決められてるように見える
505 ：可愛い奥様：2011/10/24(月) 09:43:59.94 ID:ZPQnJiGO0
電通は無理やり二桁に操作した 視聴率を調べるのは電通の子会社
本当は余裕の一桁ですねｗ 整形しわしわキムテヒばあさん
515 ：可愛い奥様：2011/10/24(月) 09:56:30.05 ID:pkI5dCX30
>>501>>504
きわめて分かりやすいですね(￣ー￣)ニヤリ
525 ：可愛い奥様：2011/10/24(月) 10:07:20.36 ID:K+NjSZ8m0
「僕とスターの99日」 初回10.2%
下駄を履かせてギリ２ケタ 番組企画の成田一樹は電通成田豊の息子
実際は８％くらいだろ。
542 ：可愛い奥様：2011/10/24(月) 10:27:51.22 ID:I9PBJMhE0
ビデオリサーチ 主要株主電通 34.2%

―――――――
＞“いちばん近くで遠い恋” をテーマに、警備会社でアルバイトをす
る冴えない独身アラフォー男・並木航平（西島）と、彼が99日間
の限定でボディーガードをすることになった韓国のトップ女優の
ハン・ソナ（キム）の織りなすラブコメディ。
要するに、ドラマの設定は、駄目な日本人男とトップ女優の韓国人
ということだ。
さすが、韓国の最高工作員の成田豊の息子である成田一樹が企画し
たドラマだ。
＞前クール（７〜９月期）の同枠ドラマ「花ざかりの君たちへ イ
ケメン☆パラダイス2011」
（前田敦子主演）は初回平均視聴率10･
1％、全話平均で7･3％だったこと、さらには裏番組となるTBS開
局60周年記念ドラマ「南極大陸」の強力さを考えると、大健闘の
スタートと言えそうだ。
10.2％の初回視聴率で「大健闘のスタート」とか言っているよう
では、7年連続視聴率３冠王のフジテレビや韓国一の美人女優と言
われるキムテヒのハードルも随分と落としたものだ。
まず、「同枠ドラマ」の視聴率データを見てみよう。
【ドラマチックサンデー】
（フジ日曜夜９時の花王単独提供ドラマ枠）
パーフェクト... *7.7_*7.9_*7.6_*9.7_*6.0_*5.6_*5.6_*6.1_*5.4_*4.7(終)
__*6.63
スクール!!....
11.0_*8.9_*8.6_*7.8_*7.7_*9.0_*8.9_*9.4_*9.6(終).
__*8.99
マルモおきて.... 11.6_12.9_12.3_12.7_15.6_15.6_16.1_16.8_17.2_15.6
_23.9(終)___15.48
イケメン2011 . 10.1_*6.0_*7.9_*5.5_*7.5_*6.2_*6.4_*6.7_*6.4_*6.9_
*7.3(終)____*6.99
僕とスターの . 10.2

本当の歴史と外交！ 日本国民の生命と財産と自由を守る核武装！
取り戻せ、拉致被害者と領土と国家の誇り！
がんばれ！維新政党・新風！

わからない事は
調べましょう！

☆政治ブログランキング☆
【政治部門】２位
（2011年10月16日時点）

正しい歴史認識､
国益重視の外交､
核武装の実現

http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4426.html

（2011/10/25 UP）2/3

キムテヒ初回は10.2％で「大健闘」？【妖怪人間ベム＞＞
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「イケメン☆パラダイス2011」とほぼ同じ初回視聴率であり、
「イケメン☆パラダイス2011」が2回目以降ガクッと落ちて低迷
し続け、平均視聴率は6.99％となったことを考慮すると、
「大健闘
のスタート」などと言って喜んではいられない。
2010年にTBSが史上初めて韓国ドラマ（TBS制作）をゴールデ
ンタイムの放送した「アイリス」も初回視聴率が10.1％で同じよ
うに「好調なスタート！」「日本上陸成功」「善戦」「満足」などと
喜んでいたが、結局は平均視聴率7.1％の大失敗となった。
韓国ドラマ「アイリス」
（TBS）が好調なスタート！ 韓国メディア「日本
上陸成功」2010/04/23(金) 14:23、サーチナ（一部抜粋）
アイリスのチェ・ジヨン責任プロデューサーは「TBSのこの時間帯の視聴
率は、以前は5％前後だった。そんな状況で『アイリス』初回が10％を越
えたことは、韓国ドラマとして非常に善戦したことであり、満足している」
とのコメントを発表している。

次に、
「僕とスターの99日」が放送された10月23日（日曜日）夜
のフジテレビの視聴率の推移は次のとおり。

●今クールのドラマの視聴率
曜

[01]

[02]

……

[11]

【22】HUNTER.

*9.8̲̲11.8̲̲

水【21】相棒Season10 19.7̲̲
【22】家政婦のミタ

19.5̲̲18.7̲̲

木【21】DOCTORS.....

<10/27ｽﾀｰﾄ>

【21】ランナウェイ

<10/27ｽﾀｰﾄ>

【22】蜜の味..

11.6̲̲*8.2̲̲

金【22】私はシャドウ .

12.6̲̲

【23】11人もいる.

11.4̲̲

土【21】妖怪人間ベム.

18.9̲̲

日【21】南極大陸....

22.2̲̲19.0̲̲

【21】僕とスターの .

10.2

【23】俺の空..

*6.6̲̲*7.2̲̲

●2011年10月期ドラマ視聴率

10.2% 21:00-22:09 CX* [新]ドラマチック･サンデー･僕とスターの99日

- 平均 - 最新 -前回比-- 局・枠 --- タイトル-----

11.2% 22:15-23:30 CX* Mr.サンデー

=【２５％】======================================

「僕とスターの99日」は、同じフジテレビ前後の番組より視聴率
が落ち込む「谷間」となっており、視聴者から避けられていること
が分かる。
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これで「大健闘」などと言うのは恥ずかしいことだ。

平均

17.0̲̲

火【21】ディナーのあと 18.1̲̲

10/23日
11.9% 19:00-20:54 CX* 爆笑!大日本アカン警察芸能人の恥ずかしアカン
瞬間からアカン飯まで秋の大豊作スペシャル!

時..

月【21】恋愛できない...

20.60｜19.0｜-3.2P｜TBS日21｜南極大陸
=【２０％】======================================
19.10｜18.7｜-0.8P｜NTV水22｜家政婦のミタ
18.90｜18.9｜--.-P｜NTV土21｜妖怪人間ベム
18.10｜18.1｜--.-P｜CX*火21｜謎解きはディナーのあとで
17.00｜17.0｜--.-P｜CX*月21｜私が恋愛できない理由
=【１５％】======================================
12.60｜12.6｜--.-P｜TBS金22｜専業主婦探偵〜私はシャドウ〜
11.40｜11.4｜--.-P｜EX̲̲金23｜11人もいる!
10.80｜11.8｜+2.0P｜CX*火22｜HUNTER〜その女たち、賞金稼ぎ〜

＞なお、
「南極大陸」の第２話（10分拡大放送）は視聴率が19･0％
だった。

10.20｜10.2｜--.-P｜CX*日21｜僕とスターの99日

テレ東を除く民法４局の同時間帯視聴率を見てみよう。
━━━━━━━

*9.90｜*8.2｜-3.4P｜CX*木22｜蜜の味〜A Taste Of Honey〜

=【１０％】======================================
*6.90｜*7.2｜+0.6P｜EX̲̲日23｜俺の空〜刑事編〜

10/23日
19.0% 21:00-22:04 TBS TBS開局60周年記念・日曜劇場・南極大陸

--.--｜--.-｜--.-P｜EX̲̲木21｜DOCTORS〜最強の名医〜

14.1% 21:00-21:54 NTV 行列のできる法律相談所

--.--｜--.-｜--.-P｜TBS木21｜ランナウェイ〜愛する君のために〜

12.7% 21:00-23:10 EX̲̲ 日曜洋画劇場・45周年4週連続・ダイ・ハード3
10.2% 21:00-22:09 CX* [新]ドラマチック･サンデー･僕とスターの99日
・・・・・民放4局中最低

━━━━━━━
こうして見ると、同時間帯の視聴率比較では、来週もフジテレビ【ド
ラマチック･サンデー】
「僕とスターの99日」の民放4局中最下位は
変わりそうにない。
それでも「大健闘」と言い続けるのだろうか？
ちなみに先週はドラマで視聴率１５％以上が５本もあり、今クール
（2011年10月期）はドラマの当たり時期となっているようだ。

上の表を見ても分かるように、
「僕とスターの99日」は、ゴールデ
ンタイム（19:00 - 22:00）放送の今クールのドラマでは視聴率
が最下位となっており、プライムタイム（19:00〜23:00）を含
めても、同じフジテレビの「HUNTER」や「蜜の味」などと最下
位を争っている。
10月22日（土曜日）に初回放送された「妖怪人間ベム」の初回視
聴率は18.9％だったが、これくらいの数字で「好発進」と言うな
ら理解できるが、10.2％で「大健闘」と言うのは理解に苦しむ。

19.0｜南極大陸
18.9｜妖怪人間ベム
18.7｜家政婦のミタ
18.1｜謎解きはディナーのあとで
17.0｜私が恋愛できない理由
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111023-00000304-oric-ent
亀梨主演『妖怪人間』、初回視聴率18.9％で好発進
オリコン 10月24日(月)10時1分配信
KAT-TUNの亀梨和也主演の新ドラ
マ『妖怪人間ベム』（毎週土曜 後9：
00〜 日本テレビ系）の初回（22日放
送）が平均視聴率18.9％、瞬間最高視
聴率は22.9％を記録した（ビデオリサ
ーチ・関東調べ）。昭和の名作アニメとして知られる同作の実写化は放送
前より大きな話題を集めていたが、そのプレッシャーをはねのけ好スター
トを切った。
原作は醜い妖怪の姿をしたベム、ベラ、ベロが時に人間を守り、時にそ
の容姿から理由もなく迫害され、それでも人間界のために悪と戦い続ける
“闇のヒーロー” たちの姿を描いた昭和史に残るTVアニメの名作。ドラマ
版はベムに亀梨、キツい言葉や態度の裏
側に優しさを持つベラに杏、そして人間
と仲良くなりたいと願うベロを人気子
役・鈴木福が演じている。
1968年にTVアニメとして放送さ
れ、初回放送から43年を経てついに実
写で復活となった同作。今後、さらなる視聴率の躍進が期待される。

妖怪人間ベム＞＞＞＞＞＞＞＞整形人間キム
さらに、光浦靖子などが出演している深夜放送の
テロ朝「11人もいる！」の11.4％にも負けている。

光浦靖子（深夜放送）＞＞＞キムテヒ（ゴールデンタイム放送）
このように細かく分析すると、反日韓国人女優キムテヒ主演、花王
単独スポンサー、フジテレビ「僕とスターの99日」の初回視聴率
10.2％は、お世辞にも「大健闘」などとは言えないはずだ。
それと、先週10月21日(金)に花王抗議デモのあった同時間帯の
キムテヒが生出演して目頭切開の痕と多くの皺を見せ付けた「笑
っていいとも」だが、視聴率は6.4％に沈んでいたようだ。
―――――――
笑っていいとも（10月17日〜21日）
月 *6.0% KARA
火 *7.1% 椎名桔平
水 *8.1% 和田アキ子
木 *8.3% 妻夫木 聡
金 *6.4% キムテヒ、西島
―――――――
＞月 *6.0% KARA
＞金 *6.4% キムテヒ、西島

これが現実！！
妻夫木 聡＞和田アキ子＞＞＞＞＞椎名桔平＞＞＞＞＞キム
テヒ、西島＞＞KARA
キム・テヒが「笑っていいとも」に出演し、日本で顰蹙を買ったこ
とに関しては、韓国でも結構報道されたようだ。
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=1024&f=entertainment_10
24_003.shtml
キム・テヒがいいともに出演「日本で言い掛かりのような批判」―韓国
2011/10/24(月) 10:58、サーチナ
（くだらないので本文略）

また、韓国人は「僕とスターの99日」のシーンに出てきた日本の
地図についても騒いでいるようだ。
300 ：名無しさん＠恐縮です：2011/10/24(月) 23:17:44.83
【フジテレビ】キム・テヒ主演ドラマに日本海と竹島表記が登場！
「フジテレビは本当にズル賢い」とネチズン怒る [10/24]

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1319465385/
キム・テヒ日ドラマ東海（日本海）・独島（ドクト）の代わりに日本海・
竹島ニューシス|記事入力2011-10-24 22:23
【ソウル=ニューシス】ペク・ヨン
ミ記者=タレントのキム・テヒ(31)
の日本ドラマデビュー作の「僕とス
ターの99日」に反日感情をそその
かす場面が登場した。
24日、国内韓流関連コミュニティ
には23日にフジTVで初放送され
た「僕とスターの99日」の一場面
が編集されて上がってきた。子供タ
レント2人が地球儀を置いて韓国を
探す場面で東海（日本海）と独島（ド
クト）を日本式表記の日本海と竹島と表記した日本地図が登場した。
「韓国はどこにあるの」という男の子の問いにキム・テヒの幼い時期を引
き受けた女の子は 地球儀で韓国を探して指でさした。地図はクローズア
ップされて東海（日本海）と独島（ドクト）が日本式表記の日本海と竹島
と表記されていた。
ネチズンは「フジTV本当にずるがしこい」、
「キム・テヒが"独島（ドクト）
私たちの土地"キャンペーンをしたのをフジTVが分からないはずがない」
などの文を付けてホカホカ熱くなった。
「日本で製作された日本ドラマなので日本式表記は仕方ない」という反応
もあるが少数だ。
最近キム・テヒは現地反韓勢力の標的になったのでネチズンの怒りはより
一層大きかった。
「独島（ドクト）は韓国の地」という事実を明確にしたという理由でキム・
テヒを攻撃した一部日本ネチズンは去る15日東京、千代田区大手町公園
で「フジTVの反日女優キム・テヒ起用ドラマ反対」スローガンを掲げて
デモを行った。
一方「僕とスターの99日」は平均視聴率10.2%(日本ビデオリサーチ調査、
関東地区)で出発した。（以下略）
画像：http://imgnews.naver.com/image/003/2011/10/24/NISI
20111024̲0005353522̲web.jpg
そーす：http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=
sec&sid1=104&oid=003&aid=0004153316
●関連記事
花王の姑息なロゴ外し
キムテヒ主演「僕とスターの９９日」番組HPに【提供KAO】の文字と
花王のロゴを不掲載
不買運動を真摯に受け止めたのか？単なる隠蔽、誤魔化しか？
おかしなマスコミのデモ報道
ＴＰＰ反対デモ
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4416.html
花王抗議デモに８００人！
日本のウォールストリートでの抗議と不買運動拡大デモで花王の株価も
下げる
茅場町の花王本社、兜町の東京証券取引所、日本橋コレド前など
同じ時間に「笑っていいとも」にキムテヒ出演
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-4423.html

「初回ぎりぎり10％で大健闘なんて笑わせるな！」
と思う人は、ブログから↓ランキングクリックお願いします。
∧＿∧
（ ・∀・） よろしく
（ ∪ ∪
と＿̲）̲̲）
＊写真・動画・関連記事リンクなどは是非ブログにてご覧下さい！

本当の歴史と外交！ 日本国民の生命と財産と自由を守る核武装！
取り戻せ、拉致被害者と領土と国家の誇り！
がんばれ！維新政党・新風！

わからない事は
調べましょう！

☆政治ブログランキング☆
【政治部門】２位
（2011年10月16日時点）

