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資本・業務提携に関するお知らせ 
 

当社は、株式会社 Fashion TV Japan（本社：東京都港区 以下、「FTV Japan」）に対し

出資を行い、全面的な業務提携を行うこととなりましたのでお知らせいたします。 
 
 

記 
 
１. 株式取得および業務提携の目的 

 
この度、当社が出資を行うことになりました FTV Japan は、「Fashion TV（以下、

「FTV」）の日本におけるマスターライセンスを保有する法人です。FTVはCNN、Music 
TV 等と並び称される専門放送番組であり、一流デザイナーによるファッションショー

や最新トレンドニュースなど、ファッションに関する様々な番組を、世界 200 カ国、

約 3 億 4,500 万世帯の視聴者に向けて 24 時間放送しております。また、FTV は専門放

送事業だけでなく、コマース事業、イベント事業、ライセンス事業等、様々な事業を

全世界規模で展開しており、FTV Japan はその全ての事業における日本でのマスター

ライセンスを有しております。 
 
当社は、今回の出資と同時に FTV Japan と業務提携契約を締結いたします。この業務

提携によって、当社は FTV の日本におけるハウスエージェンシー業務を担うことにな

ります。これにより、番組放送開始までのプロモーション活動や、放送開始後の広告

枠販売など、株式会社オルタスの強みであるプロモーション・マーケッティングとの

相乗効果が大いに得られる事業展開が可能になるとともに、業務領域も大きく広がっ

ていくものと考えております。また、番組のインターネット配信や、サイトの共同運

営、共同イベント開催なども手掛けることで、「プロモーション・メディア事業」の事

業基盤及び収益構造強化に大きく貢献するものと考えております。 
 
また、当社のもう一方の柱である「CRM サービス事業」においても、当社の持つデー

タベース技術、CRM リソースを活用し FTV Japan の今後の事業展開上得られる顧客

資産を管理し、番組制作等にフィードバックするなどの事業展開も実施してまいりま

す。 
今回の資本・業務提携により、当社グループの事業領域の明確化が進み、業績の向上

も大いに推進できると確信しております。 
 

 



＜資本提携の内容＞ 

 （1）FTV Japan は当社を引受先として第三割当増資を実施 

 （2）発行株式数：1,000 株（FTV Japan の発行済株式総数の 4.76％） 

（3）取得価額：125,000 千円 

 

 

２. FTV Japan の概要 

 

（1）会社名  株式会社 Fashion TV Japan 

（2）所在地  東京都港区赤坂 4丁目 8番 6号 

（3）設立  平成 18 年 7 月 31 日 

（4）事業内容  ①一般放送事業 

②ファッションを中心とした放送番組の企画、制作と放送・販売

に関する事業 

③上記番組の広告・宣伝及び販売促進に関する企画制作事業 

④放送関連技術・放送関連電子機器・通信機器及びソフトウェア

の開発並びに販売、その利用技術の開発・指導の受託に関する

事業 

⑤著作権・著作隣接権・肖像権・産業財産権の監理・売買に関す

る事業 

⑥服飾品の製造及び販売 

⑦飲食店の経営 

⑧各種広告の代理業務 

（5）資本金  200,000 千円（平成 19 年 6 月 1日現在） 

（6）発行済株式数 20,000 株（平成 19 年 6 月 1日現在） 

（7）決算期  3 月 31 日 

 

 

 

３. 業績への影響、今後の見通し 

 
平成 19 年 6 月期における業績への影響はございません。 
来期以降の業績への影響に関しましては、詳細が確定し次第開示させていただきます。 
 
 

以 上 

 



Fashion TV Japan



　ー about FashionTV ー

FashionTVは世界中の最新のトレンド・ファッション・スタイル・美について
　24時間放送するエンターテインメントステーションです。

FashionTVは他の番組に依存しないファッション・ライフスタイル・トレンドを
　提供するブランドとして確立しています。

FashionTVは世界中で最も視聴されている4つのチャンネルのひとつです。
　アメリカ以外ではトップ3に入る有名なチャンネルです。

ー FashionTV Policy ー

最新情報を届けるために

　Fashion TVは、最新のファッショントレンド、モデル、イベント、ニュース、雑誌等
　をお届けする世界最大級のメディア です。新しい情報やトレンドが発生した場合、

　FashionTVは真っ先に取材します。

情報をいち早く取り入れたい人のため

　世界中の最新のトレンド、モデル、イベント等どこよりも早く提供します。

楽しんでもらうために

　FashionTVの番組は、魅力あるコンテンツだけを制作/放送し視聴者にお届けします。

FashionTV

FashinTVは世界で一番のファッション専門のテレビステーションです。

　24時間放送により総合的なエンターティメントを世界200カ国で約3億4千5百万世帯の視聴者により幅広

く配信、男女年齢問わず幅広い視聴者層を魅了し続けています。

　CNN、MTV、スポーツチャンネルと並ぶ世界的なチャンネルで、GUCCI、PRADA、D&G等世界の一流デ

ザイナーによるファッションショーを中心に最新のトレンド、水着/下着ショー、ニュース等を取り入れたファッ

ション情報専門コンテンツチャンネルです。

　毎年新しい番組内容が500時間以上、季節ごとの300以上のファッションショーと新しい映像が600種類

以上あります。

　デザイナー、モデル、スターに関するニュースやトークはFashion TVチャンネルのメインコンテンツです。



　視聴層

　性別：男性 （62％）　 女性 （38％）
　年齢：18～45 才（62％）45～54才（24％）55才以上 （14%）
　所得：高所得層 ＞ EUR 4.000，－／月（≒月収60万円）
　職業：モデル、ファッションスター及びファッション専門家、その他富裕層
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FashionTVは世界のおよそ6600万の公共の場やその他スポットで放送されています。

　・クラブ・バー・レストラン・ホテル
　・フィットネスクラブ
　・美容院
　・ファッションや化粧品等ブティック

・空港
・駅
・スクリーン

FashionTV



 Fashion Week
 F Hot
 Fall/Winter
 Fashion & Film
 Fashion & Music
 Fashion & Sports 
 Fashion Event
 First Face
 Global Fashion
 Hair & Make Up
 Happy Birthday
 Lingerie
 Midnight Hot
 Models
 Models Talk
 Now in store
 Photographers
 SwimWear
 Tendances
 その他

　FashionTVの主な番組ラインアップ

「photographers」
　有名な写真家によって撮影された有名なモデルおよび有名人の様子を収めています。

「f - people」
　季節のファッション最新情報とファッション及びエンターテインメント界のスターにインタビューします。

「shoot me」
　トップ・モデルになる方法を伝授。

「f men！」
　FashionTVの男性モデルが最新ファッションをショー等を通し、情報を配信します。

「model awards」
　FashionTV、世界各国のモデル賞。

「stars & cars」
　F1レースの後、VIPと共に現地報告

　その他番組

この他に毎年新しい番組内容が500時間以上、季節ごとの300以上のファッションショーと新しい映像が600種類
以上あります。

FashionTV



主な広告クライアント

FashionTV



　ファッションパーティー

　・FashionTVは世界中の有名クラブでパーティーを日々行っています。　

　・FashionTVがプロデュースするパーティーはファッション業界でも
　　トップクオリティとして知られています。

　・あらゆるパーティーはFashionTV上で記録・放送されます。

　ファッションパーティべニュー

　ファッションパーティーの撮影場所は世界各国の有名なナイトクラブで行われています。

F.EVENT

□　パリ

□ 　モナコ

□ 　ニューヨーク

□ 　モスクワ

□ 　地中海イビサ島

□ 　ロンドン

□ 　ケープタウン

□ 　シンガポール

□ 　香港

□ 　バンコク

□ 　ミラノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他様々な地域にあります。

：　ビップルーム・ラ スイート

　　ラ キャバレー・クイーン

：　ジミーズ

：　ロータス

：　レトクラブ

：　パシャ

：　チャイナホワイト＆メイフェアクラブ

：　ロードスハウス

：　ゾーククラブ

：　ピンク＆ドラゴンアイ

：　スパルタカス

：　アトランティックカフェ



　FashionTVブランドの強み

・タイアップ先のブランドイメージがより一層と洗練化されます。

・FTVロゴのプレミアムを持たせることにより、高いレベルでの価格設定が可能になります。

・FTVの視聴者層への強いアピール・プロモーションとなります。

FTV CDs（CD）
Fashion Phones（携帯電話）　メーカー名；Philips – stylish mobiles 
FTV Foods（クッキー等）
FTV Diamond Line（アクセサリー）　メーカー名；Swarowski　　　　

　FashionTVのブランドライセンス事業

　各方面でライセンス事業が華やかな中、ファッション関係といえば各ファッションメー
　カーのショップ経営ライセンス、美容室のライセンス、ファッションメーカーやデザイン
　チームによるロゴを基調にしたＴシャツや帽子、パーカー等の服飾から口紅、ファンデー
　ションといった化粧品等様々な商品にロゴを付けることで、商品を身につけている方の
　ファッションセンスの向上や人との格差を強調させたい欲求を満たさせます。
　「FashionTV JAPANロゴ＝セレブ」を印象付けた販売展開を行います。

　　　＜ブランド認可の一部（現在海外で許可し販売している物）＞
　　　高級既製服・衣類・靴・帽子・シャツ・革製品・ベルト・手袋・
　　　スカーフ・靴下・下着・CD・ファッションバー　etc...

F.BRAND



　FashionTVはテレビでの展開を中心に様々な自社メディアを連動した
　コミュニケーションを提供します。

　TV
　・オンエアーCM
　・スペシャルフォーマット－ クライアントとのプログラム制作

　Web
　・クライアントの設定した目標に到達させるため、閲覧者を獲得し、
　　広告をオンラインコミュニティーの全コンテンツから配信しサポートいたします。

　http://www.ftv.com

　当ウェブサイトはファッション・ライフスタイルについて世界中で配信しています。
　ウェブサイトは月に48万人の訪問者、87万回のアクセス数、800万ページビューと、
　広告媒体としての価値があります。訪問者は7分当り11ページを表示しています。

　Mobile
・ファッションとライフスタイルに関するあらゆる情報を提供します。

・携帯電話ならではの内容として、壁紙、ビデオオンデマンド、ライブストリーミング、
　画像等があります。

F.AD



　FashionTVオンデマンドサービス　コンテンツ

　IN VOGUE（流行）
　キャットウォークからの最新のトレンド・スタイル・デザイナー情報を提供する
　注目のファッションチャンネルです。
　おしゃれな女性や首都圏の若い人々をターゲットにしています。

　GORGEOUS GIRLS（ゴージャスガールズ）
　有名モデルによるランジェリーショー・写真撮影・ダンス。
　人気で質の高いサービスであり15歳から30歳の若年層をターゲットにしています。

　FTV Men
　男性のファッション・モデル等、様々な表情を撮影しています。
　同性愛者とおしゃれな男性をターゲットにしてます。

　FashionTV　e-コマース

　ファッション系のショッピングの出来るサイトをオープン。「FashionTV」の各国の
　商品はもちろんのこと、「FashionTV JAPAN」独自の商品を発売しています。

全てのコンテンツはビデオオンデマンド用に制作されます。
クリップ映像にはそれぞれに合ったFashionTVの音楽が設定されています。

＜サイト内の販売の流れ＞

F.NEW MEDIA



About Us

会社概要

：株式会社 FashionTV Japan
：Fashion TV Japan Corporation
：平成18年7月31日
：東京都港区赤坂4丁目8番6号赤坂余湖ビル6階（準備室）
：03-5771-4362　
：03-5771-4361　
：200,000,000円
：20,000株　
：12名
：mediasupport@ftv.co.jp

商　　号
英文表記
設　　立
本　　社
電　　話
Ｆ Ａ Ｘ
資 本 金
発行済株式総数
従業員数
E-mail
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