
 

 

報道関係各位                                                2010 年 9 月 8 日                                  

株式会社ベクトル 

 

2010201020102010 年上半期年上半期年上半期年上半期    TVTVTVTV ニュースニュースニュースニュースをををを賑賑賑賑わせたわせたわせたわせたタレントランキングタレントランキングタレントランキングタレントランキング！！！！    

1111 位位位位    沢尻沢尻沢尻沢尻エリカエリカエリカエリカ、、、、2222 位位位位    石田純一石田純一石田純一石田純一    

～～～～PRPRPRPR 会社会社会社会社ベクトルベクトルベクトルベクトル＆＆＆＆HeadlineHeadlineHeadlineHeadline    TVTVTVTV 調調調調べべべべ～～～～    

 

PR 事業を手がけるベクトルグループ（本社：東京都港区、CEO：西江 肇司）は、テレビ番組データ検索サービスを

提供している Headline TV(サービス提供：株式会社ＶＬｅ、本社：東京都豊島区、代表：高橋 貢、データ提供： 

株式会社エム・データ、本社：東京都港区、代表：森谷 文彦)を利用し、2010 年上半期（1 月～6 月）に TV 番組

のニュースコーナーにおいて最も多く報道されたタレントの調査を実施いたしました。 

堂々の 1 位は沢尻沢尻沢尻沢尻エリカエリカエリカエリカさん。2010 年 4 月に高城剛さんとの離婚問題や、芸能活動を再開したことが話題となり、

報道時間は合計で 10 時間 35 分と 2 位に大差をつけました。大胆な発言や自由奔放な生き方が TV ニュースにて

反響を呼んでいるとともに、最近では雑誌の特集などにも数多く登場し、様々なメディアを通じ、常に注目を集めてお

ります。 

続いて、2 位には石田純一石田純一石田純一石田純一さんがランクイン。東尾理子さんと 2010 年 2 月に入籍し、6 月にワイナリーで結婚式を

挙げたことが話題になっただけではなく、結婚や家族・家庭などを連想する新商品や新サービスを発表する企業の

PR イベントにも多数起用されたことから、1 月から 6 月まで毎月ワイドショーに登場していました。企業が石田純一さ

んを起用する理由には、MC をもリードするトークの匠さと企業の魅力を伝えようとする姿勢が挙げられ、いつも好意

的な話題と印象で番組に登場する石田さんは、一部ではワイドショー王子とも称されています。 

4 位の AKB48AKB48AKB48AKB48 は「AKB48 総選挙」を中心としたニュースで 3 時間 41 分の露出を獲得。音楽活動だけではなく、

CM や企業の PR イベントなどでも活躍しており、TV で彼女たちを見ない日はありません。 

また、上位 20 位の中に熱愛・結婚による報道でランクインしたタレントは 4 組、熱愛・結婚の直後はマスメディアか

らの注目が集まるため、今後も何かと TV のニュースを賑やかすと予想されます。特に、新婚ほやほやの市川海老蔵市川海老蔵市川海老蔵市川海老蔵さ

ん・小林麻央小林麻央小林麻央小林麻央さんご夫妻や木村木村木村木村カエラカエラカエラカエラさん・瑛太瑛太瑛太瑛太さんご夫妻は、新婚旅行の出発前後や、妊娠発覚時、出産後の

タイミングでも注目されることが予想されます。 

集計期間：2010 年 1 月 1 日（金）～2010 年 6 月 30 日（水） 

集計方法：月間ランキングを元にニュースでの露出時間を加算し算出。（※事件性のあるニュースでの露出は除く。） 

【報道関係お問い合わせ先】 

株式会社ベクトル グループ広報  担当：萱沼・鈴木・小宅 

TEL：03-5572-6080 / FAX：03-5572-6065 E-MAIL： info@vectorinc.co.jp 

順位順位順位順位 タレントタレントタレントタレント ニュースニュースニュースニュースでのでのでのでの露出時間露出時間露出時間露出時間

10位 田村淳・安室奈美恵　 2:56:29

11位 森昌子 1:44:54

12位 小栗旬 1:34:29

13位 東方神起 1:32:20

14位 木村カエラ・瑛太　 1:30:30

15位 加藤清史郎 1:29:47

16位 香取慎吾 1:28:07

17位 XJAPAN TOSHI 1:04:43

18位 綾戸　智恵 1:00:31

19位 中山美穂 0:58:32

20位 はるな愛 0:56:57

順位順位順位順位 タレントタレントタレントタレント ニュースニュースニュースニュースでのでのでのでの露出時間露出時間露出時間露出時間

1111位位位位 沢尻沢尻沢尻沢尻エリカエリカエリカエリカ 10:35:0710:35:0710:35:0710:35:07

2222位位位位 石田純一石田純一石田純一石田純一 4:21:044:21:044:21:044:21:04

3333位位位位 間寛平間寛平間寛平間寛平 3:50:183:50:183:50:183:50:18

4位 AKB48 3:41:37

5位 北野武 3:31:25

6位 玉置浩二・青田典子 3:19:11

7位 マイケルジャクソン 3:14:29

8位 藤田まこと 3:05:01

9位 市川海老蔵・小林麻央　 3:02:38



 

 

■■■■ベクトルグループベクトルグループベクトルグループベクトルグループについてについてについてについて 

ベクトルグループは、（株）アンティル、（株）プラチナムの PR 事業を中心として、クチコミマーケ ティングの（株）

WOMCOM、IT-PR などのコミュニケーションサービスの（株）PR TIMES を提供するマーケティングカンパニーです。 

【会社概要】 

会社名  ： 株式会社 ベクトル 

住所  ： 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F 

設立     ： 1993 年 3 月 30 日 

代表     ： 西江 肇司 

資本金   ： 2 億 6500 万円 

事業内容  ： マーケティング分野における戦略的 PR 

         口コミに関するコミュニケーションマーケティング事業 

         映像制作業務・その他これらに付加する一切の事業 

URL     ： http://www.vectorinc.co.jp/ 

 

■■■■ベクトルグループベクトルグループベクトルグループベクトルグループ    

・株式会社ベクトル  （http://www.vectorinc.co.jp/） 

・株式会社アンティル （http://www.antil.jp/） 

・株式会社プラチナム （http://www.platinuminc.jp/） 

・株式会社 WOMCOM （http://www.womcom.jp/） 

・株式会社 PR TIMES (http://prtimes.co.jp/） 

 

■HeadlineTVHeadlineTVHeadlineTVHeadlineTV についてについてについてについて    

【サービス提供】 

会社名              ：株式会社 VLe 

住所                  ：東京都豊島区西池袋 2 丁目 41 番 8 号 IOB ビル 6F 

設立                  ：2006 年 2 月 

代表                  ：高橋 貢 

事業内容           ：（１）店舗向け販売促進サービス 

         （２）携帯ポータルサイト＆メルマガ配信サービス 

                   （３）Ｍｅｔａデータ関連サービス 

                   （４）新規事業・商品企画サービス 

 【データ提供】 

会社名              ：株式会社エム・データ 

住所                  ：東京都港区虎ノ門 1-16-16 虎ノ門 1 丁目 MG ビル 9F 

設立                  ：2006 年 1 月 23 日 

代表                  ：森谷 文彦 

事業内容           ：テレビ番組及びＣＭの放送実績データ（メタデータ）の蓄積・編集・加工・配信及び管理業務 

              集計・分析・二次調査及びマーケティング調査 

 

 

【報道関係お問い合わせ先】 

株式会社ベクトル グループ広報  担当：萱沼・鈴木・小宅 

TEL：03-5572-6080 / FAX：03-5572-6065 E-MAIL： info@vectorinc.co.jp 

 
※本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社ベクトルの個人情報保護方針に基づいて、厳重に管理させて頂いてお

ります。今後、弊社からのニュースリリースの配信を希望されない方は、恐れ入りますが privacy@vectorinc.co.jp までご連絡をお願い致し

ます。  


