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テレビ朝日 × KDDI による新動画配信サービス TELASA(テラサ)が本日始動！ 

5G 時代を迎える中、放送局と通信会社がタッグを組み、 

好きなときに、好きな場所で、様々な魅力あふれるコンテンツを楽しめます。 

 

 “みたい！をもっと自由に！” をコンセプトに、 

テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、 

スポーツ番組に加え、国内外の映画、ドキュメンタリーなど、 

新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップでお届けします！ 

 

それがいつでも、どこでも、月額 562 円（税抜）で見放題！！ 

 

まずは、初回 30 日間無料！ 

本格的な放送と通信の融合を加速させる、 

５Ｇ時代の新しいエンタメ見放題サービス 

みたい！をもっと自由に！ 

 

本日 4 月 7 日（火）始動！ 

～月額 562 円で見放題！初回 30 日間は無料～ 



                        

■TELASA（テラサ）…本日 4/7（火）、サービススタート！ 

テレビ朝日とＫＤＤＩがタッグを組んだ新しい動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」が、 

本日 4 月 7 日（火）にスタートしました。 

5G 時代を迎える中、好きなときに、好きな場所で、テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、 

バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組に加え、国内外の映画、ドキュメンタリーなど、新作やオリジ

ナルを含む、豊富なラインナップでお届けします！ 

 

■注目のラインナップ～テレビ朝日の人気番組が続々登場！～ 

■ドラマ 

▼この春スタートのドラマを見逃し配信！ 

テレビ朝日でこの春スタートの新ドラマは、木曜ドラマ「ＢＧ～身辺警護人～」、「特捜９ season3」、

金曜ナイトドラマ「家政夫のミタゾノ」に加え、シリーズものとして定評のある木曜ミステリー 

「警視庁・捜査一課長 2020」がラインナップ！ 

各話放送後から見逃し配信、そして 1 話から最新話までを一気に“全話視聴”できるのは、 

TELASA（テラサ）のみ！それぞれ、過去シリーズの配信も実施し、それぞれの番組をより深く楽しん 

でいただけます。 

 

▼あの人気シリーズが全シーズン一挙配信！テレビ朝日ならではのアーカイブタイトルが揃い踏み！ 

「相棒」は、Pre-season から、放送が終了したばかりの season18 まで、全シーズンを配信！ 

「ドクターＸ」、「おっさんずラブ」、「時効警察」、「緊急取調室」、「トリック」などは、全シリーズはもちろ

ん、ディレクターズカット版、関連スピンオフ作品など、“すべて”を配信！ 

「科捜研の女」は、最新５シーズン分の配信が決定！ 

この他にも、松本清張作品や西村京太郎トラベルミステリーなどの 2 時間ドラマを筆頭に、これまで

放送してきたドラマタイトルが勢ぞろい。 

 



                        

▼テレビ朝日開局 60 周年記念ドラマ「24ＪＡＰＡＮ」、「逃亡者」とも連動！ 

2020 年 10 月に放送が決定し、唐沢寿明が日本版ジャック・バウアーを演じることが発表された

「24ＪＡＰＡＮ」とも連動し、配信用の特別版もラインナップすることが決定！ 

また、2020 年に 2 夜連続で放送される、渡辺謙が主演し、豊川悦司の出演も発表されたばかりの

ドラマスペシャル「逃亡者」でも、追う側の視点で作った配信オリジナル版の制作も決定していま

す！ ※これらの配信用特別番組は、ＡｂｅｍａＴＶでも配信予定です。 

  

 

■バラエティ 

▼毎日の人気バラエティを、見逃し配信！ 放送 45 年目を迎えるあの番組も！ 

放送 45 年目を迎える長寿番組「徹子の部屋」を初配信！ 

また、「ロンドンハーツ」「テレビ千鳥」「夜の巷を徘徊する」等の人気番組や、新番組「ナス D の大冒

険 TV」、そして「ザワつく！金曜日」「マツコ＆有吉 かりそめ天国」「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の

博士ちゃん」等のゴールデン番組も配信。さらに、初配信となる「相葉マナブ」「家事ヤロウ!!!」「裸の

少年」は必見です。 配信オリジナル企画や単発バラエティ番組との連携も予定しています。 

 

さらに！2020 年 3 月に放送し、大反響を呼んだ、『テレビ朝日開局 60 周年記念 氷と雪に閉ざさ

れた秘境の地 天空のヒマラヤ部族 決死の密着取材 150 日間』を４Ｋ映像で初配信。 

（配信スタート日は調整中） 

 

≪配信ラインナップ予定 （地上波での放送曜日）≫ 

【帯（月曜～金曜）】 「徹子の部屋」 

【月曜】「あの人が「いいね」した一般人」「さまぁ～ず×さまぁ～ず」 

【火曜】「ロンドンハーツ」「テレビ千鳥」「川柳居酒屋なつみ」 

【水曜】「家事ヤロウ!!!」「ひかくてきファンです！」「太田伯山（お願い！ランキング）」 

「ラスアイ、よろしく！」「ナス D の大冒険 TV」 

【木曜】「夜の巷を徘徊する」「ネタサンド（お願い！ランキング）」 

     「超人女子戦士 ガリベンガーＶ」「霜降りバラエティ」「探シタラ TV」 

【金曜】「ザワつく！金曜日」「マツコ＆有吉 かりそめ天国」「爆笑問題のシンパイ賞!!」 

「くりぃむナンチャラ」 

【土曜】「おかずのクッキング」「裸の少年」「サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん」 

「激レアさんを連れてきた。」「伯山カレンの反省だ!!」 

【日曜】「相葉マナブ」「秘湯ロマン（特選）」 



                        

  

 

■アニメ・特撮 

▼「ドラえもん」「クレヨンしんちゃん」は TV シリーズも映画シリーズも網羅！ 

 「ドラえもん」「クレヨンしんちゃん」の TV シリーズは過去放送回から常時 70 エピソードを配信。 

 「映画ドラえもん」「映画クレヨンしんちゃん」に加え、「クレヨンしんちゃん」は、シロが主役のショートア

ニメ「SUPER SHIRO」も配信！ 

 

 「仮面ライダー」・「スーパー戦隊」は新シリーズも過去シリーズも、配信オリジナルも！ 

 現在放送中の「仮面ライダーゼロワン」「魔進戦隊キラメイジャー」を見逃し配信。 

過去シリーズもラインナップし、 平成仮面ライダー特集 も実施。 

今後、TELASA（テラサ）でしか見られないスピンオフやプレミアムドラマなど、オリジナルコンテンツも 

配信予定！ 

   

 

■スポーツ 

▼豊富な取材映像を活かしたラインナップ！ 

「GET SPORTS」からは反響の大きかった過去放送回から厳選した『TELASA（テラサ）特別編』を独

占配信！放送開始から 20 年以上続くスポーツドキュメンタリーならではのテーマで、TELASA（テラ

サ）視聴者にアプローチします。また、日曜朝の「サンデーLIVE!!」内で放送中の、「TOKYO 応援宣言 

松岡修造の 2020 みんなできる宣言」も配信します。 



                        

  

 

 

■テレビ朝日以外のラインナップも充実！ 

～映画や、アニメ番組の見逃し配信も魅力的な作品が続々～ 

 映画 

邦画·洋画 あわせて 1,000 タイトル以上を配信！ 

「ミッション：インポッシブル」シリーズ、「ジュラシック・パーク」シリーズ、「ワイルド・スピード」シリーズ等

のハリウッド大作や、「カイジ」シリーズ、「テルマエ・ロマエ」シリーズ、「クローズ」シリーズ等の邦画の

話題作・人気作、「ゴッドファーザー」シリーズ、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズ等の名作・定

番作や、新作劇場公開に合わせた過去作等に加えて、他サービスよりも早く TELASA（テラサ）だ

けで観られる話題作も！「今見たい」映画が見つかります。 

 

 アニメ・キッズ 

アニメの見逃し作品は、業界最多クラスの毎クール約 40～50 タイトルを配信！ 

「キングダム第３シリーズ」、「ハイキュー  TO THE TOP」、「食戟のソーマ」等の最新作見逃し 

配信に加え、「銀魂」、「ジョジョの奇妙な冒険」、「スラムダンク」等の定番人気作、「ミニオンズ」シ 

リーズや「しまじろう」シリーズ等の劇場長編アニメまで、制作年代やジャンルを問わず網羅的に配 

信します。 

 

 国内・海外ドラマも充実のラインナップ！ 

国内ドラマは、朝日放送テレビで 2020 年 4 月クールに放送する「年下彼氏」の配信が決定！ 

いま注目度急上昇中の関西ジャニーズ Jr.メンバーが総出演！20 の恋を紡ぐオムニバスドラマは 

必見です。 

更に世界中のドラマも充実のラインナップ！ 

「ウォーキング・デッド」「SUITS／スーツ」等の海外ドラマ、「トンイ」、「トッケビ～君がくれた愛しい 
日々～」等の韓流・華流ドラマも、新作見逃しから定番まで幅広く配信します！ 

 

※配信コンテンツは、4 月 7 日（火）時点での配信中作品、または配信予定作品です。 

予告無く変更になる可能性が有ります。ご了承ください。 

 

  



                        

■親しみやすい料金 月額 562 円（税抜） 

ドラマもバラエティも映画もアニメも特撮も！月額 562 円（税抜）で見放題！初回 30 日間は無料！ 

※31 日目～月末までは日割です。 

※再加入の場合、無料期間は付与されません。 

※無料期間終了前に解約すると、料金の請求は発生しません。 

 

■視聴方法 

スマホや PC はもちろん、テレビの大画面でも見られる！ 

スキマ時間にスマホ、家族みんなで大画面など様々な利用シーンで楽しめる！ 

 

【TELASA（テラサ）公式サイト】 

https://web.videopass.auone.jp/c/telasa/ 

【配信コンテンツ紹介】 

https://www.videopass.jp/unlimited 

【TELASA（テラサ）概要 VTR】 

https://www.youtube.com/watch?v=91YLh9jqn20 

【TELASA（テラサ）コンテンツ紹介 VTR】 

https://www.youtube.com/watch?v=xh8ngD6TGNw 

 

【ダウンロード】 

 

 

 

 

 

 

Apple と Apple ロゴは米国およびほかの国々で登録された Apple Inc.の商標です。App Store は Apple Inc.のサービスマークです。Google Play、Google 

Play ロゴは、Google Inc.の商標です。パケット通信料は、お客様のご負担になります。 

 

▼au オリジナルのデータ通信使い放題プラン 

au 5G オリジナルの料金プランとして 2020 年 3 月 26 日から提供開始した、「5G スタートキャン 

ペーン」により 2 年間 4G LTE スマートフォン向け料金プランと同額で、かつデータ通信が使い放 

題となる「データ MAX 5G Netflix パック」で「TELASA（テラサ）」のサービスをご利用いただけます。 

また、「au フラットプラン 25 Netflix パック」でも、「TELASA（テラサ）」のサービスをご利用いただけ 

ます。 



                        

【au 5G オリジナル料金プラン】 

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/03/23/4328.html 

【au フラット 25 Netflix パック】 

https://www.au.com/mobile/charge/application-ended/flat25-netflix/ 

 

■TELASA（テラサ）専用リモコンボタン搭載のセットトップボックス提供開始！ 

 

KDDI、沖縄セルラーは、本日 4 月 7 日（火）に、「TELASA（テラサ）」ボタンを搭載した新たなセット 

トップボックス「STA3000」の提供を開始しました。 

「STA3000」は、光回線サービス「au ひかり」のテレビサービス向けセットトップボックスで、「TELASA 

（テラサ）」の様々な魅力あふれるコンテンツを、大型テレビ画面でお楽しみいただけます。 

また、「テレ朝 ch1」「テレ朝 ch2」をはじめ、ドラマやアニメ、映画などバラエティに富んだ「チャンネ 

ルサービス」に対応し、様々なエンターテインメントをご自宅で体験いただけます。 

「TELASA（テラサ）」と「チャンネルサービス」をお得にお楽しみいただけるセットプランもご提供いた 

します。 

  

 

【セットトップボックスの提供について】  

https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/04/07/4365.html 

 

■ロゴについて 

 

「TELASA（テラサ）」の名称には KDDI とテレビ朝日のサービスにかける強い想いを込めました。 

「TEL」の部分には通信＝“TELECOMMUNICATIONS”と、放送＝“TELEVISION”が融合した強靭な

サービスであるという意味を、５G 時代の夜明け＝「朝」に、新時代を「照ら＝TELA す」先進的なサ

TELASA（テラサ）ボタン 



                        

ービスになる、という決意を表しました。 

お客さまに安心感や、温かみを感じていただけるよう、テーマカラーは「au」オレンジに。 

ロゴの中心に据えた「A」はテレビ朝日の「A」、au の「A」でもあり、エンタメコンテンツの発信地から飛

び立ち、ワクワクするコンテンツ群の中を自由に飛び回るロケットをイメージしています。 

 

 

＜クレジット表記＞ 

特捜 9： テレビ朝日・東映  警視庁・捜査一課長 2020： テレビ朝日・東映  家政夫のミタゾノ：©テレビ朝日・MMJ 

相棒： テレビ朝日・東映   科捜研の女： テレビ朝日・東映 

24JAPAN：  2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. 

ドラえもん： 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK   

仮面ライダーゼロワン： 2019 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映  

魔進戦隊キラメイジャー： 2020 テレビ朝日・東映 AG・東映 

 


