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2010年 4月 26日 
日立コンシューマエレクトロニクス株式会社 

 
 

ネット TV対応「     」のポータルサイト「 」で 

オリジナル動画コンテンツの配信サービスを開始 
第一弾は「家政婦は見た！Wooo も見た！」、「ダーリンは外国人 with Wooo」の２作品 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
       Wooonet トップ画面イメージ           Wooonet 動画コンテンツメニュー画面イメージ 
 
日立コンシューマエレクトロニクス株式会社（取締役社長：渡邊 修徳）は、デジタルハイビジョンテレ

ビ「Wooo」をブロードバンド回線に接続して多彩なネット・サービスが利用できるWoooポータルサイト 
「          （ウーネット）」を利用した「オリジナル動画コンテンツ配信サービス」を 4月 27日（火）より開
始します。その第一弾として、世代を超えて広く知られる名作ドラマ「家政婦は見た！」と、この春、実写で

映画化された人気コミックエッセイ「ダーリンは外国人」をオリジナルストーリーによるショート・ムービーで

順次配信します。  
両コンテンツは共に、「Wooo」新シリーズのコンセプトである“家族がとことん使える一台へ”を物語

の中で表現し、家庭内の様々なテレビライフを題材としたストーリーで展開していきます。 
（視聴は無料です） 
 
■ 配信コンテンツおよび配信開始日 
コンテンツ名称 タイトル 配信開始日 

  
家政婦は見た！ 

Woooも見た！ 

第一話「華やかな芸能一家 リビングに隠された秘密」

第二話         （未定） 

第三話         （未定） 

前編：4月27日午後、後編：5月中旬

2010年 夏（予定） 

2010年 秋（予定） 

  
ダーリンは外国人 

with Wooo 

第一話「我が家にWoooがやってきた！！」 

第二話「違いのある私たちが上手くいくコツ」 

4月27日午後 

5月中旬 

 
■ 「オリジナル動画コンテンツ配信サービス」開始の背景 
ブロードバンド環境の普及に伴い、パソコンを中心にインターネットによる動画視聴のニーズが急速

に拡大しています。その中で当社はネット TV 対応「Wooo」ユーザーに向け、放送波では見られない
魅力のあるオリジナル動画コンテンツを配信することで、新しいテレビの楽しみ方を提案します。 
なお「家政婦は見た！Woooも見た！」、「ダーリンは外国人 with Wooo」の「Wooonet」配信開始
に先がけ、4 月 8 日（木）からオリジナル動画コンテンツ「おちまさとプロデュース：日立への 6 つの質
問」のトライアル配信を実施しています（期間限定：5月 9日（日）まで）。 
また、上記 2作品は当社Webプロモーションサイト「Wooo Special Site」でも同時公開します。 
（URL：http://av.hitachi.co.jp/tv/wooo-sp/） 
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■ 「Wooonet」の概要 

「Wooonet」は、ネットTV対応「Wooo」*1シリーズ向けに 2008年 6月に開設されたポータル・サイト
です。リモコンの「ネット」ボタンを押すだけで簡単にアクセスでき、ブロードバンド回線を通して配信さ

れる多彩なコンテンツ*2 を好きな時に視聴するなど、さまざまなサービスをテレビの大画面で楽しむこ
とができます。 
これまで「Wooonet」では、映像コンテンツをオンデマンドで見られる「アクトビラ」*3や「DoTV 

(ドゥー・ティー・ビー)」*4 へのリンク機能に加え、テレビでワード検索が楽しめる「テレビ版 Yahoo! 
JAPAN」や注目番組情報を手軽にチェックできる「G ガイド」*5 などへのリンク機能を拡充してきまし

た。 
また日立独自の機能として、ビデオカメラやデジタルカメラなどで撮影した動画や静止画を、登録し

た相手にオンラインで送信してテレビで見ることができる「ビデオ de メール」や、テレビを伝言板のよう
に使える「メッセージボード・サービス」を提供しています。 
今回の「オリジナル動画コンテンツ配信サービス」は、これらに続く日立独自の機能となります。 

 
■ オリジナル動画コンテンツの概要 
 

 主演『市原悦子』さん演ずる家政婦の石崎秋子が、派遣される家庭の

“素顔”を覗き見る「家政婦は見た！」。 

本コラボレーションコンテンツも、市原悦子さんはもちろん、

大沢家政婦紹介所会長（大沢キヌヨ）役の『野村昭子』さんほか

豪華キャスト出演で、石崎秋子が様々な家庭を訪問し、その裏側

を覗いていきます。 

今回派遣される家庭が隠している“素顔”とは？それを露呈さ

せるカギとなるのは一体何なのか？ 
家政婦 石崎秋子が覗き見る、様々な家庭の“素顔”“裏側”。     

Woooオリジナルストーリーで綴る（全３話）。 
 

 

＜家政婦は見た！＞ 
「家政婦は見た！」（かせいふはみた！）は、テレビ朝日系にて放送されたテレビドラマシリーズ。大栄

テレビ制作。 
家政婦・石崎秋子（市原悦子）が派遣先の家庭の裏側を覗き見し、その悪事を暴露する大人気シリー

ズ。1983年から 2008年にかけ、計 26作が放映された。 
高視聴率の人気長寿番組で 24作品が DVD化され、現在 DVD - BOX１巻～５巻が絶賛発売中。 
 
・「家政婦は見た！」テレビ朝日 公式サイト  URL：http://www.tv-asahi.co.jp/kaseifu/ 
・「家政婦は見た！」DVDシリーズ紹介サイト URL：http://www.tv-asahi.co.jp/kaseifu/dvd.html 
 
 

 

原作者である小栗佐多里さんと“外国人なダーリン”トニーと

の二人の暮らしの中で生まれたギャップをお互い大切に思い

合いながら話し合って解決して行くおかしくも心あたたまる日常

生活が描かれる「ダーリンは外国人」。 

舞台である小栗家にはテレビ購入や番組視聴スタイルにも

ギャップが。二人の息子であるトニーニョも登場し、テレビに  

まつわる可愛く面白いお話が音声付アニメーションで展開され

ます。 

 

 

 

【家政婦は見た！Wooo も見た！】 

【ダーリンは外国人 with Wooo】
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＜ダーリンは外国人＞ 
「ダーリンは外国人」は 2002年に発売されて以来、シリーズ 4作品累計で 250万部（2010年 1月末
現在）を超えるロングセラーヒットとなっている大人気コミックエッセイ。タイトルどおり漫画家の小栗佐
多里さんとアメリカ人ライターで語学オタクのトニー・ラズロの国際カップルの恋人時代から結婚生活、
息子の誕生などおかしくも心あたたまる日常生活が描かれた作品。実写版として2010年4月10日に
映画公開（主演：井上真央）され、絶賛上映中。 
 
・「ダーリンは外国人」公式サイト     URL：http://www.mediafactory.co.jp/darling/ 
・「ダーリンは外国人」映画公式サイト  URL：http://www.darling-movie.com/index.html 
 
 

     は 3つの「Wo～」を意味しています。 
（Wonder－驚きがある。World standard－世界の新しい基準である。Worthwhile－高い価値がある。） 

 
*1 ネット TV対応「Wooo」 ：Wooo 05シリーズ（XP/HP/H タイプ）、Wooo 03シリーズ（XP/HP/WP タイプ）、 

Wooo UT800シリーズ、Wooo UT770シリーズ 
*2 様々なコンテンツ ：一部有料サービスがあります。 
*3 アクトビラ ：株式会社アクトビラが提供する、テレビの新しいネット・サービス（http://actvila.jp/）。アクトビラは株式会社アクトビラの登録商
標です。「アクトビラ」の利用には、FTTH（光）回線などを推奨します。「アクトビラ」のコンテンツは一部を除き有料です。 

*4 DoTV ：NTTコミュニケーションズ株式会社が提供する、テレビ向けポータルサイトです。 
*5 Gガイド：Gガイド、G-GUIDE、および Gガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International,Inc.またはその関連会社の日本国内に 
おける登録商標です。 

 

■製品紹介ホームページ  

｢日立Woooワールドホームページ｣  URL：http://av.hitachi.co.jp/ 
 

■Wooo プロモーションサイト  

｢Wooo Special Site｣  URL：http://av.hitachi.co.jp/tv/wooo-sp/ 
 

■お客様からのお問い合わせ先および製品カタログ請求先 

お客様相談センター  電話：0120-3121-11（フリーコール） 
時間：9:00～17:30（月～土）、9:00～17:00（日･祝日）【年末年始をのぞく】 
 

 
以上 
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■「Wooonet」で利用できる機能・サービス 
ネット TV対応「Wooo」*1をインターネットに接続*2することで、豊富なコンテンツや様々なサービスを 
楽しめます。 
今回のオリジナル動画のネット配信では、｢ビデオ de メール｣の映像配信システムを利用しており、
テレビへの安定した映像配信を実現しています。 

(1)迫力ある映像をいつでも楽しめる。「アクトビラ」*3 
利用できる映像は 15,000本以上。話題の新作やフルHD 
映像も続々登場。｢NHKオンデマンド｣や｢TBSオンデマンド｣､ 
｢テレ朝動画｣の見逃し番組配信サービスも利用できます。 

(2)ネット検索も動画の視聴も思いのまま。 「テレビ版 Yahoo! JAPAN」 
ヤフー株式会社が提供するテレビ向けインターネット 
サービス。「Yahoo!検索」や「動画チャンネル」などのサービスを 
利用できます。 
・｢動画チャンネル｣対応機種：Wooo 05シリーズ（XP/HP/H タイプ）のみ 

(3)生活情報が充実。｢DoTV｣*4 
テレビを使って簡単・便利に天気やニュースなどの生活に 
役立つ情報の閲覧や、オンラインショッピングやインターネット 
検索などのサービスを利用できます。 

(4)映像や写真を「Wooo」に送信。 「ビデオ de メール」*5              
自分で撮影したムービーや写真をパソコンから「Wooonet」にアップ 
ロード、あるいは携帯電話*6で撮影した写真をメールに添付して 
「Wooonet」に送れば、指定先の「Wooo」で視聴することができます。 

(5)家族みんなの伝言板。 「メッセージボード・サービス」 
テレビ画面を家族の伝言板として使える無料のネットコミュニ 
ケーションサービス。テレビ 1台に携帯電話を 4台まで登録でき、 
テレビや携帯電話から 5枚のボードにメッセージを書き込めます。 

(6)手軽にチェック。Gガイド*7注目番組紹介サービス 
Gガイドがネット上で提供する注目番組情報を「Wooonet」から 
簡単に見ることができます。 
・｢Gガイド注目番組紹介｣対応機種：Wooo 05シリーズ（XPタイプ）のみ 

(7)意外と便利。「Wooonet更新お知らせ」サービス 
テレビの電源を入れたときに「ビデオ deメール」「メッセージボード・サービス」に新着情報があれば、
「Wooonet」内容更新のメッセージと「Wooonet」へジャンプできるボタンを表示します。 
・｢Wooonet更新お知らせ｣対応機種：Wooo 05シリーズ（XPタイプ）のみ 

 
*1ネット TV対応「Wooo」：Wooo 05シリーズ（XP/HP/H タイプ）、Wooo 03シリーズ（XP/HP/WP タイプ）、Wooo UT800シリーズ、 

Wooo UT770シリーズ 
*2 インターネットに接続 ：●プロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。●ご利用のルーターの設定には、パソコンが必要とな
る場合があります。●ルーターの接続、設定方法についてご不明な場合は、ルーターをお買い上げの販売店へご相談ください。●プロバイ
ダーや回線事業者が採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。 

*3 アクトビラ ：株式会社アクトビラが提供する、テレビの新しいネット・サービス（http://actvila.jp/）。      およびアクトビラは、株式会社ア
クトビラの登録商標です。●「アクトビラ」の利用には、FTTH（光）回線などを推奨します。●「アクトビラ ビデオ･フル」「アクトビラ ビデオ・

＜添付資料＞ 
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ダウンロード」のコンテンツは、一部を除き有料です。●｢アクトビラ ビデオ／ビデオ・フル｣はお客様のご利用環境、通信環境、接続回線
の混雑状況により映像が乱れる、途切れる、見えないなどの品質劣化が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。 

*4 DoTV ：NTTコミュニケーションズ株式会社が提供する、テレビ向けポータルサイト。 
*5 ビデオ de メール ：有料サービス〈月額使用料 315円（税込）〉です。 
*6 携帯電話 ：次の機能と仕様を満たす端末で利用できます。(a) NTT docomo、au、SoftBankのいずれかの携帯電話会社 

 (b) QVGA(320×240ピクセル)以上の画面を搭載 (c) カメラ機能と画像添付メール送信機能 (d) 第三世代通信(FOMA、 
CDMA 1X WIN、SoftBank 3G) (e) Web閲覧機能(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ) 。海外メーカー製造の携帯電話、らくらく 
ホン、簡単ケータイ、かんたん携帯は、サービスの一部または全部を利用できない場合があります。 

*7 Gガイド：Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関連会社の日本国内に 
おける登録商標です。 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、 

お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と

情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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