
番組企画書 INVERSE 

「TiARY TV kirari 」 
番組企画書 



「TiARY TV」とは 
 

仕事、学校が終わった金曜日の夜に、すべての女性に送るバラエティ番組！ 
「ファッション・メイク」「グルメ」「音楽」「ペット」… 
週末が120%充実する女子力高めの情報をお届けします！！ 
 

  

  WHAT’S “TiARY”？ 
 ティアラ（王冠）から由来するTiARYをタイトルにつ
けた当番組は、美容やカルチャーなど、様々なジャン
ルに好奇心旺盛な キラキラした女の子 を応援します！ 
まるで宝石箱のように、女の子が輝く情報がぎっしり。 

企画概要 INVERSE 

情報はしっかり！ スタジオの空気はゆるく！ 
女子会のような自由な空気で、 
金曜日の夜を華やかに盛り上げます！ 



出演者情報 INVERSE 

徳本夏恵／なちょす 
雑誌「Popteen」元専属モ
デル。女子中高生から絶大
な支持を集め、関コレやＴ
ＳＣなど様々なファッショ
ンイベントにも出演。 

トークを盛り上げるのは、華やかで豪華な女性出演者たち！！ 

日本を代表するセクシー女優! 

職業柄、男性人気が多いかと思いきや
あまりの美しさから、若い女性たちか
らカリスマ的人気を誇る！ 

ツイッター・インスタともに 

フォロワーが100万越え 

おっとりしたポンコツキャラぶりも 

人気の秘密！ 

メインMC 

明日花キララ 

華 
雑誌「小悪魔ageha」元専
属モデル。カリスマギャル
モデルとして支持を受け、
人気急上昇中。Instagram
フォロワーは約250,000人 

パネラー(仮) パネラー(仮) 
アシスタントMC 

紺野ぶるま 
 

エロ謎かけでお馴染、女芸
人No.1決定戦 THE Wでは
2017年、2018年と続けて
決勝進出！ 

自称、女芸人の中で一番美
人であり、なぜか品を感じ
る下ネタに定評がある。 

 

パネラー(仮) パネラー(仮) 

越智ゆらの／ゆらゆら 
「Popteen」元専属モデル。
「めざましテレビ」イマドキ
ガール担当。2020年全国公
開の映画初単独主演が決定。 

土屋怜菜／れいぽよ 
「Popteen」専属モデル。 

サンデージャポン・ヒルナ
ンデスなどTV出演経験多数。 

YouTuberとしても活躍中。 



出演者情報（過去出演者含む） INVERSE 

  

なちょす 
雑誌「Popteen」専属モ
デル。女子中高生から絶
大な支持を集め、関コレ
やＴＳＣなど様々な
ファッションイベントに
も出演。 

みちょぱ 
Twitterフォロワー数
559,175人（2016年
12月現在） 

中高生から圧倒的な支
持を誇る、カリスマ現
役女子高生モデル！ 

アシスタントMC 

今井華 
Twitterフォロワー数
550,053人！ （2016
年12月現在）   

各種TVや雑誌に登場し、
アパレルブランドのプロ
デュースまで手掛ける大
人気モデル。 

アシスタントMC 

マルチに活躍し幅広いファンに支持されている青木隆治をメインMCに起用！ 

トークを盛り上げるのは、華やかで豪華なゲストたち！！ 

歌手の歌モノマネ芸が大ブレイク。 

幅広い層から絶大な支持を得るタレント 

兼シンガーソングライター。 

メインMC 

青木隆治 

ざわちん 
日本で今までになかった
“芸能人のものまねメイ
ク”というメイクの新分野
を確立！ 

アシスタントMC 

 

avexイチオシの最旬アーティストが 

毎月入れ替わりで登場！ 

メインゲスト avex（エーベックス） 
アーティスト 

 

ブルボンヌ 
 

新宿二丁目のミックスバー
「Campy! Bar」などをプロ
デュースしているほか、女装パ
フォーマー集団「Campy! 
ガールズ」の一員として日本各
地のゲイイベントなどに出演。 

メインMC 各種企画コーナー担当 

アシスタントMC 

XOX 



INVERSE 

これまで出演したゲスト・リポーター例 

  

他、モデル・声優・アイドルなど、毎回様々なゲストを迎えて番組を盛り上げます！ 

スイーツイケメンズ 

こんどう ようぢ 
ほりえ りく 
時人        

TiARYリポーター 

岸明日香 
戸田れい 
橘花凛 
青山和奏 
原田沙百合 

 コーナーゲスト 
せきぐちあいみ 
TiiiMO 
ワンダーウィード 
ゴンゾー 
REGSTYLE 
Spindle 

ナレーション 
加藤里保菜 
青山玲菜 

メインゲスト 

SKE48 
BiSH 
lol(エルオーエル) 
SOLIDEMO 
moumoon 
U-KISS 
加治ひとみ 
宮脇 詩音 
ミラクルベルマジック 
FAKY(フェイキー) 
東京女子流 
Q‘ulle(キュール) 
EMPiRE 
Miyuu 
kolme 
GIRLFRIEND    他… 

出演者情報（過去出演者含む） 

MC 

青木隆治 
高城亜樹 
池田美優(みちょぱ) 
今井華 
紗倉まな 
ざわちん 
ブルボンヌ 
ねお 



 ファッション・メイク 
スタイリストやネイリストから、
おしゃれの丸得テクニックをご
紹介！ 

   シンデレラガール 
ちょいダサガールをコーディネー
ト・メイクで大変身させちゃいま
す！ 

番組で紹介するのは ”今” 気になる情報たち！ 

 最新アプリ情報 
知っていれば便利・お得な 
最新アプリやサービスの情報を 
お届けします！ 
 

・イケメン＆イケジョを
つくろう 
番組から人気者をつくる連載企
画！ 

その他、10代をはじめ、20～30代までの男女が興味のある内容を網羅！ 
週末に役立つインドア＆アウトドア情報をご紹介します！ 

 グルメ 
スイーツ、デリバリーなど、女
の子が気になるグルメ情報！ 

 注目人物 
ファッションやカルチャーなど、
様々な人物にスポットをあてて
ご紹介！ 

 エステ・マッサージ 
プロに美しく、健康になるテク
ニックを教えてもらおう！ 

 ペット 
流行りの動画や、胸キュン猫ア
イテム、さらにかわいい様々な
ペットが登場！ 

 映画・DVD 
映像とともに情報をご紹介！ 
出演者がゲストで来ることも！ 
 

 明日に輝け！T-1グランプリ 
まだ世に出ていない若手芸人・ものまね師、大道芸人、パフォーマーなど、エン
タメ芸人たちが、自分のネタで勝負！毎回、４人の芸人が登場し、優勝を決定！ 
毎月最終週にはグランドチャンピオン大会を行い、その月Ｎｏ．１を決めます。
ネクストブレイクのタレント誕生を見逃すな！ 

番組内容 INVERSE 



■オープニング 
 

■ゲストコーナー 
 
 
■サキドリＴｉＡＲＹ 
 

 
 
 
■スポンサー継続企画 
 

 
 
■教えてTiARY 
 
 
 

■エンディング 

旬なアーティストを毎月ゲストに迎えて、クイズやゲームなど様々な企画に挑戦！ 

「ファッション」「サブカル」「グルメ」「恋愛」など、女子が気になる最新情報をテ
ンポよくご紹介！また、ロケではレポーターの女の子が自らスマホを使って撮影した映
像を使う等、若い女性がリアリティを感じられるVTRを目指します。 

街ゆく女子の“リアルな悩み・本音”を調査する、大人気コーナー。 
明日花キララ嬢が悩みを一発解決！紺野ぶるまとの掛け合いに注目。 

《番組の流れ》 

スタジオ・ロケの映像を組み込み、毎週放送の連続企画コーナー。 
MC・コーナーゲストを絡めて様々な企画に挑戦し、次週が気になる展開をつくります。 

番組構成例 INVERSE 



番組構造 INVERSE 

SHOP 

番組 

ニュース 
SNS 

取材 
企画連動 

情報配信 
新規送客 

消費者 

クロスメディア 
による広告が可能に！ 

商品開発・販売・PRを 
リアルタイムに連動 

動画利用ＯＫ！ 

クライアント様サイト他、連動サイトのWEB番組として半永久的に放送可能！ 

出演者・有力モデルリポーターによるSNS拡散により 

さらなる集客効果に期待できます！！ 



番組使用事例 INVERSE 

通常発生する、 

タレント使用の契約料は一切不要です。 

TiARY TVとのタイアップする事で、 

紹介動画をご利用いただけます。 

掲載後サイト流入アクセスからの注文CVR 

10倍以上も多数!! 

番組で使用した素材はすべて納品！ 
なんと動画利用可能！ 



スポンサー様タイアップ例 INVERSE 

スポンサー様×TiARY TV によるスペシャルタイアップ！ 
各スポンサー様のイチオシ商品を、番組内でご紹介＆SNSで拡散致します！ 

 

《過去タイアップ事例》 

ナポリの窯様 

カプコン様 

スイーツパラダイス様 

avex様 



番組商品開発 INVERSE 

番組内で紹介した商品は番組公式サイトから購入可能！ 

人気モデルのお墨付きによる相乗効果で売り上げ促進！ 
 

さらにMC主導の番組コラボ商品も展開！ 

リアルトレンドと美容の最旬ニーズを追求し
た情報番組ならではの商品開発から、ネクス
トブームを巻き起こします！ 

コラボ商品イメージ 

  番組×アパレル 
  番組×ヘアケア   番組×美容食品   番組×コスメ 



■番組名  
   
■配信チャンネル 
 
■番組形式  
  
■メインターゲット 
  
■収録    
      
■キャスト     

番組概要 INVERSE 

TiARY TV kirari 
 
テレビ神奈川/YouTube/VideoMarket/ GYAO!ストア/番組公式サイト  
 
スタジオ＋ロケ+ＶＴＲ  
 
TEEN・Ｆ1・Ｍ１  
 
スタジオ月１収録＋適時ロケ  
 
ＭＣ：明日花キララ、紺野ぶるま 
     
パネラー：内田眞由美、なちょす…etc 
 
＋ゲスト（芸人、モデル、声優…etc） 
＋TiARYリポーター 
 



番組概要 INVERSE 

キラキラな女の子の週末は、「TiARY TV」から♡ 

ただ情報を紹介するだけでなく、スタジオで出演者たちが
飲食しながら自由に盛り上がる女子会仕立て！ 

 
週末イベントとのコラボ等、様々な展開も可能！ 

さらに、ロケはスマホで撮影するなど、 
視聴者の女の子が身近に感じられる演出が新しい！ 


