
  
 
   
 

2019 年 9 月 5 日 
株式会社ジュピターテレコム 

 株式会社ＡＸＮジャパン 

J:COM×ＡＸＮ HD 海外ドラマ present 
「HAWAII FIVE-0 スペシャル 6days!」を開催 
ハワイ気分満喫！フォトスポットやトートバッグ作り体験など 

～9 月 16 日（月・祝）はナニワの光速ウクレレ少年 近藤利樹さんの生ライブと 

『HAWAII FIVE-0』シーズン 9 第 1 話（吹替版）試写会も開催～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
株式会社ジュピターテレコム（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井村 公彦）と、株式会社ＡＸＮジャパ

ン（ＡＸＮ HD 海外ドラマ、本社:東京都港区、代表取締役社長:滝山 正夫）は、ハワイが舞台の常夏ポリスアクション

『HAWAII FIVE-0』シーズン 9 が、2019 年 9 月 24 日（火）夜 11:00 から「ＡＸＮ HD 海外ドラマ」(J:COM TV 559ch)で
日本独占初放送されることを記念して、ハワイ気分を満喫できるイベント「HAWAII FIVE-0 スペシャル 6days!」（以下、

本イベント）を 2019 年 9 月 16 日（月・祝）から 21 日（土）に、「J:COM Wonder Studio」（東京ソラマチ®内）で開催しま

す。初日の 9 月 16 日（月・祝）には『HAWAII FIVE-0』シーズン 9 の吹替版エンディングテーマを担当し、“ナニワの光速

ウクレレ少年”として様々なメディアに出演中の近藤利樹さんをお招きし、生ライブと『HAWAII FIVE-0』シーズン 9 第 1
話（吹替版）の試写会を開催します。 
 
9 月 16 日（月・祝）の生ライブに登場される近藤利樹さんは、史上最年少の 12 歳で今年の「FUJI ROCK FESTIVAL 
'19」に出演したことでも話題のウクレレプレイヤーです。当日は、11 月 27 日（水）発売予定のニューアルバム『WITH 
“U”』から、『HAWAII FIVE-0』シーズン 9 吹替版エンディングテーマとなっている新曲「SEARCH LIGHT」をいち早く披

露していただきます。生ライブ終了後の『HAWAII FIVE-0』シーズン 9 第 1 話（吹替版）の試写会では、参加していただ

いた方、先着 30名様にオリジナルトートバッグをプレゼントします。また、近藤利樹さんサイン入りグッズが当たる抽選会

も開催します。そのほか、イベント期間中は、“FIVE-0”メンバーと一緒に写真が撮れるフォトスポットや、ＡＸＮオリジナル

クオ・カードやざっくぅのグッズが当たるクイズラリー、オリジナルのミニトートバッグが作れる体験コーナーなど、盛りだくさ

んの内容でハワイ気分を満喫していただけます。本イベントは、どなたでもご参加・ご観覧いただけますので、ぜひお気

軽にお立ち寄りください。 
 

＜『HAWAII FIVE-0』シーズン 9＞  
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お知らせ 

＜近藤利樹＞ 



両社は、今後もさまざまな取り組みやイベントを通じて、より魅力のあるコンテンツの発信と一層のお客さま満足度の向

上に努めてまいります。 
 
イベント概要 

イベント名 「HAWAII FIVE-0 スペシャル 6days!」 

開催期間 2019 年 9 月 16 日（月・祝）～9 月 21 日（土） 

イベント内容 
① フォトスポット …ハワイ気分を満喫できるフォトスポット 
② クイズラリー …ＡＸＮオリジナルクオ・カードやざっくぅグッズをプレゼント 
③ 体験コーナー …オリジナルミニトートバッグが作れる体験コーナー 

スペシャルライブ 「ナニワの光速ウクレレ少年 近藤利樹生ライブ」 
2019 年 9 月 16 日（月・祝） 13：00～13：30 （予定） 

試写会 『HAWAII FIVE-0』シーズン 9 第 1 話（吹替版）試写会 
2019 年 9 月 16 日（月・祝） 14:30～15:30 （予定） 

会場 「J:COM Wonder Studio」 
（東京ソラマチ® イーストヤード 5 階） 

入場料 無料 

主催 J:COM、ＡＸＮ HD 海外ドラマ 

イベント詳細 WEB サイト https://c.myjcom.jp/wonderstudio/201909_03.html 

※イベント内容は予告なく変更となる可能性があります 
 
 
放送情報 

「ＡＸＮ HD 海外ドラマ」は J:COM TV 559ch でご視聴いただけます。 
『HAWAII FIVE-0」シーズン 9 海外ドラマ専門チャンネルＡＸＮで、日本独占初放送！ 
【HD 字幕版】9 月 24 日（火）夜 11:00 スタート  【HD 二ヵ国語版】9 月 25 日（水）午前 11:00 スタート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハワイの美しい風景をバックに、特別捜査班“FIVE-0”の活躍を描く常夏ポリスアクション！1968 年にスタートした伝説

のテレビシリーズ『ハワイ 5-0』を現代版としてパワーアップして蘇らせた人気シリーズ。2010年にスタートした本シリーズ

は、シーズン 9 でいよいよ通算 200 話目に突入。シーズン 9 の第 1 話は、1968 年のオリジナル『ハワイ 5-0』の第 1 話

を現代版に書き下ろした特別エピソード。そして、シリーズ通算 200 話目となる第 7 話では、”FIVE-0”メンバーが 1941
年にまさかのタイムトラベル!?服装や車などクラシカルに演出された特別エピソードとなっています。 
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ＡＸＮ HD 海外ドラマ について http://axn.co.jp/ 
ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントがお届けする海外ドラマ専門チャンネル。ハリウッドの超大作を中心に、 最新の海外

ドラマを 24 時間オンエア！アメリカのテレビドラマ界を代表するメガヒットシリーズ『シカゴ・ファイア』『シカゴ P.D.』『シカゴ・メッ

ド』の他、『HAWAII FIVE-0』、『リーサル・ウェポン』、『GOTHAM / ゴッサム』、『ARROW / アロー』、『SUITS / スーツ』など人

気作を放送。 
 
ジュピターテレコムについて  www.jcom.co.jp/ 
株式会社ジュピターテレコム（本社：東京都千代田区）は、1995 年に設立された国内最大手のケーブルテレビ事業・番組供給

事業統括運営会社です。ケーブルテレビ事業は、札幌、仙台、関東、関西、九州・山口エリアの 11 社 71 局を通じて約 551 万

世帯のお客さまにケーブルテレビ、高速インターネット接続、電話、モバイル、電力、ホーム IoT 等のサービスを提供していま

す。ホームパス世帯（敷設工事が済み、いつでも加入いただける世帯）は約 2,161 万世帯です。番組供給事業においては、17
の専門チャンネルに出資及び運営を行い、ケーブルテレビ、衛星放送、IP マルチキャスト放送等への番組供給を中心としたコ

ンテンツ事業を統括しています。  
※世帯数は 2019 年 6 月末現在の数字です。 
 
「J:COM Wonder Studio」について  www2.myjcom.jp/wonderstudio/ 
J:COM で視聴できる多彩な専門チャンネルや J:COM の最新サービスを、イベントやアトラクションを通して楽しくご紹介してい

ます。また、店舗内に併設しているざっくぅグッズ専門店「ZAQ STORE mini」ではここでしか手に入らない東京ソラマチ®限定

商品も販売しています。 
 
 
 
 当お知らせに関するお問い合わせ先 

株式会社ジュピターテレコム 広報部 和地 
TEL: 03-6365-8204（部代表） MAIL：ML_PR_PRESS@jupiter.jcom.co.jp 

 

ＡＸＮ HD 海外ドラマに関するお問い合わせ先 

株式会社ＡＸＮジャパン 広報 川戸 TEL:03-6381-5955 MAIL: yujiro.kawato@spe.sony.com 
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