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About Netflix

The world's leading streaming entertainment service
エンターテインメントに特化した世界最大級のオンラインストリーミングサービス

Best-in-Class TV series, documentaries and feature films across 
a wide variety of genres and languages
長編映画やドラマシリーズなど幅広いジャンルの作品を手がけます。
アニメーションもドキュメンタリーも、全てのジャンルで
最高のクオリティにこだわり、メンバーの親しみやすい言語で配信します。

Members can watch as much as they want, anytime, anywhere, on any 
internet-connected screen
インターネットに接続されたデバイスさえあれば、好きな時間に好きな場所で楽しめます。

All without commercials or commitments
これをすべて、コマーシャルなしで快適に楽しめます



共同創業者兼CEO

リード・ヘイスティングス

REED HASTINGS



167
Million

190+
Countries

100
Million

有料メンバー数は1億6,700万190ヵ国で視聴可能 米国外の有料メンバー数が
約1億に成長



190ヵ国以上で展開
1億6700万を超える
有料メンバーが利用



2019

168M



Netflixの特長

Netflixでしか観られない作品

日本発の作品を世界へ

全てのメンバーに快適な視聴体験を



Netflixでしか観られない作品



オリジナル作品の定義

①自社で企画から

制作までを行う作品

②配信権を調達し、

SVOD上で独占配信する作品



世界190のヵ国で
オリジナル作品を同時配信

世界中どの地域からも
同じタイミングで楽しめる



全ての作品ジャンルで
最高のクオリティにこだわりを

「全裸監督」が
Asia Contents Awards

を受賞

アルフォンソキュアロン監督の
「ROMA/ローマ」が
オスカーを受賞

「DEVILMAN crybaby」が
Crunchyrollで

ANIME OF THE YEAR 2019を受賞

「イカロス」がオスカーを受賞



ジャンル豊かなオリジナル作品
～いつでもどこでも、観たい作品が見つかる～

映画シリーズ リアリティー
番組

アニメ ドキュメン
タリー





大胆な作品にも意欲的に挑戦
メンバーが他では観たことないものを

「アイリッシュマン」 「ブラックミラー：バンダースナッチ」
インタラクティブストーリーテリング

4K HDR およびDolby Atmos プロダクション I.Gと手がける
世界初手書き4Kアニメ
「SOL LEVANTE」



日本発の作品を世界へ



Netflixメンバーは
親しみのある言語のオリジナル作品を
多く視聴する傾向に



日本発の実写



日本発のアニメ









2013 2020

7言語 28言語
※日本語のClosed Captionを含めると29言語

多言語化対応が充実



多言語化対応が充実



2020年の
日本発注目作品



2020年2月27日

「FOLLOWERS」
独自の感性で時代を切り取り、
色鮮やかな映像表現で世界中の
注目を集める蜷川実花による
完全オリジナルドラマ

● 主演・中谷美紀
● ヒロイン・池田エライザ

宝石箱のように煌びやかなものたちが溢れ、万華鏡のよう
に変化する街＝TOKYO。人々も街も留まることなく変化を
続けるTOKYOの“今”を敏感にキャッチし、自らの手で成功

を手にした女たち。そんな彼女たちも人知れず孤独や、葛
藤を抱えていた。一方で、まだ“何者でもない”若者たちは、

無限の可能性を秘めながらも、それ宝石箱のように煌びや
かなものたちが溢れ、万華鏡のように変化する街＝TOKYO。
人々も街も留まることなく変化を続ける



2020年4月

「攻殻機動隊
SAC_2045」

● 神山健治監督とオリジナルの声優陣が
再集結

● 前作に相当する『攻殻機動隊 STAND 
ALONE COMPLEX Solid State 
Society』から約10年後の2045年が
舞台

2045年。全ての国家を震撼させる経済災害「全世界同時デ
フォルト」の発生と、AIの爆発的な進化により、世界は計
画的且つ持続可能な戦争“サスティナブル・ウォー”へと突
入した。
だが人々が、AIによる人類滅亡への危機を日常レベルで実
感できるまでには衰退の進んでいない近未来―。



2020年4月

「オルタード・
カーボン：
リスリーブド」
● 国内SF・ファンタジー. 「オルター

ド・カーボン」の世界を進化させ、新
たな物語としてアニメ化

● 脚本を手掛けるのは、「カウボーイビ
バップ」でクリエイティブな才能を発
揮した佐藤大



2020年夏

「日本沈没2020」
● 小松左京のベストセラー「日本沈没」
を初アニメ化

● 「DEVILMAN crybaby」などを手掛
けた湯浅政明氏が監督

● 全10話構成
● アニメーション制作はサイエンス

SARU

2020年、東京オリンピック直後の日本を突然襲った大地震。

日本列島が大混乱に陥る中、東京からの脱出を試みる一家
には、想像を絶する試練が待ち受けていた



2020年秋

「エデン」
● 数千年後の未来を舞台に、唯一生き残
っていた人間の子供を育てるロボット
の物語

● 「鋼の錬金術師」の入江泰浩監督と
「イノセンス」の3D CGクリエイター
が贈るオリジナルアニメシリーズ



2020年秋

「今際の国のアリス」
● 「週刊少年サンデーS」と「週刊少年

サンデー」に連載された麻生羽呂のコ
ミックをドラマ化

● 出演:山﨑賢人、土屋太鳳

山崎賢人はいきなり「げぇむ」に放り込まれる無職・有栖
良平役、土屋太鳳は「げぇむ」の会場で有栖と出会う、驚
異の身体能力を持つクライマー・宇佐木柚葉役を演じる



全てのメンバーに快適な視聴体験を
● 豊富な高画質コンテンツ
● 多言語化対応が充実
● レコメンデーション機能
● 多種多様なデバイスに対応



豊富な高画質
コンテンツ

400時間+ の
HDR対応コンテンツ

2000時間+の
4K対応コンテンツ

豊富な高音質
コンテンツ

ドルビーアトモス
対応コンテンツ

より臨場感のあるエンタメ体験へ



エンコーディング技術

Per-titleエンコード動画
(屋外シーン/250kbps)のキャプチャ

Per-shotエンコード動画
(屋外シーン/245kbps)のキャプチャ

● 従来の750kbpsの画質を270kbpsで実現
● 4GBで26時間視聴でき、低ビットレートでも快適に作品を楽しめる



レコメンデーション機能



キーアートもパーソナライズして表示



1700+種類のデバイスに対応



あらゆるデバイスで視聴可能

5億+
過去1か月間でNetflixメンバーが使用したデバイス数



2019年1月時点



パートナーとの提携



主な国内パートナーさまとの
提携について

● 2015年8月ソフトバンク株式会社との提携により、販売代行サービスを発表
● 2015年9月Netflixが日本でサービス開始
● 2016年3月「Netflix推奨テレビ」プログラムを日本をはじめ190か国に展開
● 2017年8月「Netflixアニメスレート 2017」を開催
● 2018年1月アニメーション制作会社2社（プロダクションI.G、ボンズ）との包括的業務提携を
発表

● 2018年8月 KDDI株式会社との提携により、セット料金プラン「auフラットプラン25 ネットフ
リックスNetflixパック」を提供開始

● 2018年8月ソニービジュアルプロダクツ株式会社との共同開発による「Netflix画質モード」が
グローバルローンチ

● 2019年2月世界初、プロダクションI.Gと4K HDR手描きアニメの制作を発表
● 2019年6月「Netflixオリジナル作品祭」を開催
● 2019年9月株式会社ジュピターテレコムとの提携により、J:COM TVの新世代セット・トッ
プ・ボックス「J:COM LINK」を発表



SONY BRAVIA  Netflix画質モード

制作者が意図した色やコントラストの映像を再現



2015年9月日本ローンチ時よりSoftbank経由で登録可能



auデータMAXプランNetflixパック
auデータMAXプランNetflixパック



2019年9月 J:COMとの業務提携発表



Netflixを始めるには？
～始めるのも、終了するのもクリック数回でとても簡単～

netflix.comでアカウント
を作成

毎月の視聴プランを選択

お支払い情報を入力

（クレジットカードやプ
リペイドカード等）

ご自身に合わせたプロフ
ィールを作成

お気に入りの映画や
ドラマを今すぐ視聴

1 2 3

54



選べる視聴プラン
～希望に合った最適なプランを選ぼう～

ベーシックプラン
画像：標準画質（SD）

同時視聴：1ストリーミング
月額 800円（税別）

スタンダードプラン 画像：高画質（HD）
同時視聴：2ストリーミング

月額 1,200円（税別）

プレミアムプラン
画像：超高画質（UHD）
同時視聴：4ストリーミング

月額 1,800円（税別）



Questions? 
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