
各 位 

 

2023 年 2 月 17 日 

 

株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS 

株式会社 U-NEXT 

株式会社プレミアム・プラットフォーム・ジャパン 

 

株式会社 TBS ホールディングス 

株式会社テレビ東京ホールディングス 

株式会社日本経済新聞社 

株式会社電通グループ 

株式会社 WOWOW 

株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 

 

 

U-NEXT と Paravi が統合 有料動画配信、国内勢で最大に 

売上高 800 億円超、視聴者 370 万人以上、多彩な動画本数は 35 万本以上 

７月目途に U-NEXT に Paravi サービスを移管 

 

有料動画配信サービスの「U-NEXT」を運営する株式会社 U-NEXT（本社：東京都品川

区 代表取締役：堤天心、以下「U-NEXT」）と、同じく有料動画配信サービス「Paravi（パ

ラビ）」を運営する株式会社プレミアム・プラットフォーム・ジャパン（本社：東京都港区、

代表取締役：田中徹、以下「PPJ」）は 2023 年 2 月 17 日開催の取締役会にて、同年 3 月 31

日付で経営統合することに合意しました。存続会社は U-NEXT となり、Paravi は同年７月

を目途に「U-NEXT」内に移管してサービスを続けます。統合により売上高 800 億円以上、

有料会員数は 370 万人以上、配信コンテンツ 35 万本以上（注１）を擁する国内勢で最大の動

画配信プラットフォームが誕生します。 

 

ネット系と放送系それぞれの動画配信大手の統合は国内初です。今回の経営・サービス統

合は国内 No.1 プラットフォームを目指すうえで、戦略的なシナジーを生み出せるパートナ

ーだと双方判断し合意に至りました。 

 

また、U-NEXT と PPJ が経営統合することにより、更なる事業価値の向上が見込まれる

との結論に至ったため、本日付で、U-NEXT と株式会社 TBS ホールディングス、株式会社

TBS テレビ、株式会社テレビ東京との間でそれぞれコンテンツ調達やマス向けプロモーシ



ョン等に係る協業内容を定めた業務提携契約を、また、U-NEXT と株式会社電通及び株式

会社博報堂ＤＹメディアパートナーズとの間でそれぞれ動画配信プラットフォームを活用

した広告等に係る協業内容を定めた業務提携契約を締結しております。 

 

コンテンツ面で、U-NEXT は映画やアニメ、欧米・韓流ドラマ、ライブ配信などに強み

を持つほか、雑誌約 180 誌が読み放題など豊富な領域をカバーしています。PPJ の Paravi

は TBS、テレビ東京やそれぞれの系列局の先行・見逃し・アーカイブ配信、オリジナル作

品を中心とする日本最大級のドラマ・バラエティのラインナップを揃えているのが特長で

す。 

 

統合で両サービスの強みが相互補完されることにより、より充実したコンテンツ編成が

可能となり、お客様の視聴満足度を一層、高めることができると考えております。また外部

コンテンツの調達力やオリジナルコンテンツの企画・制作力を大幅に高めることにもつな

がります。 

 

プロモーションやマーケティング面でも様々な相乗効果が期待できます。放送を使った

強力なマス広告と、ネット上でのきめ細かいデジタル広告、さらに U-NEXT が提携する映

画館や家電量販店などのリアル店舗網を組み合わせることにより、コンテンツの PR や顧客

獲得の機会を最大化できます。また両社の開発リソースを使い、AR や VR など新技術を活

用した新たなサービスの開発に取り組みます。 

 

動画配信サービスの国内市場規模は 2021 年に 4,230 億円となり引き続き２桁成長（前年

比 14％増）を続けています（注２）。一方で Netflix や Amazon プライム・ビデオ、Disney＋

など外資系動画配信サービスも含め競争が激化しています。新プラットフォームはネット

系と放送系のそれぞれの強みを活かし、引き続き他の放送会社、IT・ネット企業とも協力・

連携するオープンな方針を貫き、日本の優れた映像文化の発展に寄与するよう努めていく

考えです。 

 

 経営統合は次の手順で行います。まず PPJ と、U-NEXT の株主である株式会社 USEN-

NEXT HOLDINGS（以下「UNHD」）が 2023 年 3 月 31 日付で株式交換を実施します。こ

れにより UNHD は PPJ の全株式を取得、PPJ の株主である TBS ホールディングス、日本

経済新聞社、テレビ東京ホールディングス、WOWOW、電通グループ、博報堂ＤＹメディ

アパートナーズなどがそれぞれ UNHD の株式を取得します。続いて同日付で PPJ と U-

NEXT が合併し、U-NEXT が存続会社となります。統合した新生 U-NEXT は同年３月 31

日に発足します。本合併後に新生 U-NEXT が TBS ホールディングス及び博報堂ＤＹメデ

ィアパートナーズを第三者割当増資引受先とした、第三者割当増資を実施します。これによ



り、TBS ホールディングス及び博報堂ＤＹメディアパートナーズは新生 U-NEXT の株式を

４月１日に取得いたします。 

（注１）売上高、有料会員数、配信コンテンツ数は単純合算 

（注２）デジタルコンテンツ協会調べ 

 

  

(※) PPJ 株主の内、TBS ホールディングス、博報堂ＤＹメディアパートナーズが該当 
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U-NEXT をご利用のお客様へ 

7 月を目途にしたサービス移管以降、U-NEXT の月額プランで Paravi コンテンツをお楽

しみいただけるほか、今後シナジーを生かしたさらに強力なラインナップをお届けいたし

ます。 

 

Paravi をご利用のお客様へ 

Paravi は今までどおりご視聴が可能です。現在提供しているコンテンツは引き続きお楽

しみいただける予定です。2023 年６月末までは現行のアプリや Web ブラウザーで視聴で

きます。同年７月を目途に U-NEXT 内に Paravi のサービスを移管する予定です。当面、現

行の料金のまま Paravi として提供しているコンテンツに加えて U-NEXT のコンテンツも

視聴できるようにします※。また、Paravi の利用規約およびプライバシーポリシーにつきま

しては、同年 4 月 1 日以降、その提供主体が PPJ から U-NEXT へ変わり、引き続きユーザ

ーの皆様に適用されます。なお、サービスの移行や料金について、同年３月 31 日の経営統

合以後もその都度、アプリやホームページ内などでお知らせいたします。  

※一部対象外のジャンルがあります 

 

【U-NEXT について】 

  U-NEXT は 2007 年にサービスを開始した（当時のサービス名称：GyaO NEXT）日本

における SVOD(定額制動画配信)サービスのパイオニアです。映画、ドラマ、アニメなど見

放題作品数 No.1※のラインナップを取りそろえるほか、公開・放送されたばかりの最新作

を含むレンタル作品、マンガや書籍などの電子書籍や 180 誌以上の雑誌読み放題も 1 つの

サービスの中で提供しています。また近年は、音楽やスポーツなどのライブコンテンツにも

注力し、1 つのアプリで「観る」「読む」「聴く」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超え

たエンタメ体験をお届けしています。  

※GEM Partners 調べ／2023 年 1 月時点 国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋

画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。 

 

【PPJ について】 

PPJ は TBS ホールディングス、日本経済新聞社、テレビ東京ホールディングス、WOWOW、 

電通グループ、博報堂ＤＹメディアパートナーズが共同で 2017 年 7 月に設立しました。

Paravi は 2018 年 4 月にサービスを開始。TBS やテレビ東京、WOWOW のコンテンツを幅

広くラインアップし、国内ドラマでは日本最大級のアーカイブ数を持つほか、バラエティや

アニメ、スポーツ、ビジネス、映画など多彩なコンテンツを提供しています。 

サービスプランの「Paravi ベーシックプラン」は月額利用料金 1,017 円(税込み)で視聴い

ただけます。 



 

■本件に関する問い合わせ先  

・株式会社 U-NEXT 経営戦略室 ブランド戦略 G：佐野 

E-mail：publicrelations@unext.jp 

・株式会社プレミアム・プラットフォーム・ジャパン 経営管理局  

E-mail：ppjoffice@premium-platform.jp 

・株式会社 TBS ホールディングス 社長室広報部 

E-mail：tbs-cc@gr.tbs.co.jp 

・株式会社テレビ東京ホールディングス 広報局広報部 

E-mail：pr@tv-tokyo.co.jp 

・株式会社日本経済新聞社 広報室 

E-mail：pr@nex.nikkei.co.jp 

・株式会社電通グループ グループコーポレートコミュニケーションオフィス 

E-mail：group-cc@dentsu-group.com 

・株式会社 WOWOW 人事総務局広報・IR 部 

E-mail：corp.support@wowow.co.jp 

・株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 広報室 

E-mail：mp.webmaster@hakuhodody-media.co.jp 

・株式会社 USEN-NEXT HOLDINGS 広報部 

E-mail：unhdpr@usen-next.jp 
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