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株式会社コミュニティネットワークセンター 

代表取締役社長 大 石 菊 弘 

 

ＣＮＣＩ配信ケーブルテレビ１８社 

「劇スポコース」※１開始、ハイビジョンチャンネル拡大 

及び新ＢＳの対応について 

 

株式会社コミュニティ ネットワークセンタ－（「ＣＮＣＩ」 本社：愛知県名古屋市東区、代表

取締役社長大石菊弘）が番組配信を行う、愛知県、岐阜県、静岡県のケーブルテレビ局18社（別紙1）

は、10月1日(土)よりＣＳ多チャンネルサービスを充実させ、従来のコースに加え、新コースと

なる「劇スポコース」を開始（別紙2）、また、ハイビジョン（以下HD）チャンネルの提供を拡

大いたします（別紙3）。さらに、10月開始予定の新ＢＳにつきましても別紙4のように対応いた

します。 

 

■「劇スポコース」の開始 

「劇スポコース」は、海外ドラマを筆頭に、国内、韓流、時代劇など選りすぐりのドラマをラ

インナップし、プロ野球ペナントレース全試合の放送（※2）や、ゴルフ専門チャンネルの拡充

等、総合編成の現コースとは異なり、特定ジャンルに特化したチャンネル編成で、お客様の要

望に応えていきます。 

 

■HDチャンネルの拡大 

昨年12月に開始したチャンネルHD化の第2弾として、HDチャンネルの提供を拡大し、各社提供の全

コースで対応いたします。これによりHDでの放送は合計44ｃｈ（※3）となり、スポーツ、映画、

ドラマ、音楽、アニメ、など様々なジャンルの番組が高画質・高音質でお楽しみいただけるよう

になります。 

 

ＣＮＣＩならびにケーブルテレビ局18社では、今回の新コース開始、HD化チャンネル拡大で、

魅力あるサービスの充実を目指し、お客様のご希望に添えるよう様々なサービスを展開していき

ます。 

 

 

 

※１ 新コース名の「劇スポコース」はCNCIグループ局の統一名称です。 

    ＣＮＣＩグループ以外の配信局に関しては名称が異なる場合があります。 

※２  2010年度シーズン実績。オプションチャンネル「J SPORTS 4」での放送を含む。 

※３ 地上デジタル放送、 BS デジタル放送、各局制作のコミュニティチャンネル

を除く。  

Press Release 



【別紙1】 ＣＮＣＩが番組配信を行うケーブルテレビ局１８社 下表ご参照 

 
社名 代表者名 サービスエリア 

ＣＮＣＩグループ 
㈱キャッチネットワーク 代表取締役社長 川瀬 隆介 

愛知県刈谷市、安城市、高浜市、知立市、碧南市、 

西尾市 

知多メディアスネットワーク㈱ 代表取締役社長 小谷内 務 東海市、知多市、大府市、東浦町 

ひまわりネットワーク㈱ 代表取締役社長 多和田 博 豊田市、みよし市、長久手町 

おりべネットワーク㈱ 代表取締役社長 白木 隆 多治見市 土岐市 瑞浪市 

シーシーエヌ㈱ 代表取締役社長 小原 徹 

岐阜市、羽島市、関市、美濃市、本巣市、瑞穂市、笠

松町、川島町、岐南町、北方町、※山県市、※下呂市 

※郡上市  ※ＴＶ多チャンネルサービスのみ 

三河湾ネットワーク㈱ 代表取締役社長 白木 隆 蒲郡市、額田郡幸田町 

グリーンシティケーブルテレビ㈱ 代表取締役社長 若林 栄治 名古屋市守山区、尾張旭市、瀬戸市 

ＣＮＣＩグループ 

以外の配信局 

㈱アイ・シー・シー 代表取締役社長 豊島 俊明 一宮市 

稲沢シーエーティーヴィ㈱ 代表取締役 加藤 睦郎 稲沢市（平和町、祖父江町除く） 

㈱大垣ケーブルテレビ 代表取締役社長 野田 紀男 
大垣市（一部地域除く）、海津市、揖斐郡池田町、 

安八郡神戸町、不破郡垂井町、関ヶ原町 

㈱ケーブルテレビ可児 代表取締役社長 小池 準之典 可児市、可児郡御嵩町 

㈱ＣＡＣ 代表取締役社長 金澤 憲二 半田市、阿久比町、武豊町（一部） 

知多半島ケーブルネットワーク㈱ 代表取締役 中野 元博 常滑市、武豊町、美浜町、南知多町 

豊橋ケーブルネットワーク㈱ 代表取締役 中村 捷二 豊橋市、田原市、新城市 

西尾張シーエーティーヴィ㈱ 代表取締役社長 青木 啓 
津島市、愛西市、あま市、大治町、蟹江町、清須市、

稲沢市平和町、弥富市 

浜松ケーブルテレビ㈱ 代表取締役社長 佐久間 哲二 浜松市・袋井市・湖西市の各一部 

飛騨高山ケーブルネットワーク㈱ 代表取締役 熊本 巖 高山市、飛騨市（一部）、白川村 

ミクスネットワーク㈱ 代表取締役社長 大川 博美 岡崎市 



 

【別紙2】劇スポコース チャンネル一覧（全32ｃｈ） 

（ハイビジョン番組拡大にともない、チャンネル番号が新しく変わるチャンネルがあります。） 

チャンネルロゴ チャンネル名 
新チャンネル 

番号 
チャンネル内容 

 

東海ケーブルチャ

ンネル 
200 

東海地区のケーブルテレビ局が共

同で制作するコミュニティチャン

ネル。 

 

スーパー！ドラマ

ＴＶ ＨＤ 
262 

いま話題の最新ドラマがここに集

結！ 高画質ハイビジョンの海外

ドラマ専門チャンネル。 

 

AXNミステリーHD 264 

日本唯一のミステリー専門チャン

ネル。世界の上質なミステリード

ラマを豊富にラインナップ！ 

 

ＫＢＳ Ｗｏｒｌ

ｄ ＨＤ 
265 

韓国 KBS の最新ドラマや音楽バラ

エティーをハイビジョンで楽しむ

韓国専門チャンネル。 

 

チャンネル銀河 266 

大河ドラマをはじめとしたNHK作

品が満載、大人のための総合エン

タメチャンネル  

 

時代劇専門チャン

ネルHD 
267 

時代を超えて、美しく。名作・傑

作時代劇をハイビジョンで！ 

 

AXN HD 268 

全米高視聴率の大ヒット作や日本

初放送の話題作を24時間オンエ

ア！海外ドラマはAXNで！ 

 

アジアドラマチッ

クTV★HD 
269 

人気の韓流、華流など、ドラマチ

ックなアジアのエンタテインメン

トを美しいハイビジョンで放送！ 

 

GAORA HD 311 

プロ野球・テニス・NFL・プロレス

等、国内外の人気スポーツ満載！ 

よしもとのお笑いも放送！ 

 

J SPORTS 3 HD 312 

プロ野球（福岡）、ＭＬＢ、モー

ター、プロレス・格闘技の他、ニ

ュース情報も充実。 

 

ゴルフネットワー

クHD 
313 

国内男女ツアーから海外メジャー

まで。HD（ハイビジョン）でお届

けする配信世帯数日本最大のゴル

フ専門TV。 

 

ザ・ゴルフ・チャン

ネル HD 
314 

宮里藍ら参戦で注目の米LPGAツア

ーを生中継！そのほか欧州PGAツ

アーも国内独占中継！ 



 

 

スカイ・A sports＋  

HD 
315 

プロ野球（阪神・楽天）を中心に、

ゴルフ、サッカー、バスケットボ

ールなどスポーツ中継が充実！ 

 

J SPORTS 1 HD 316 

国内中継が充実。プロ野球（広島・

千葉ロッテ他）、Ｊリーグ、ラグ

ビー、スキー等を放送。 

 

J SPORTS 2 HD 317 

海外スポーツも充実。プロ野球（中

日・オリックス他）、プレミアリ

ーグ、ＷＷＥ等をオンエア！ 

 

日テレG＋ HD 318 

巨人主催全試合を完全生中継＆

MotoGP＆ノア&NFL&日テレ特選の

スポーツを満載＆読売新聞のNEWS

解説も。 

 

ディスカバリーチ

ャンネル ハイビ

ジョン 

361 

圧倒的なスケールの世界最高峰ド

キュメンタリーを、臨場感溢れる

ハイビジョン映像でお楽しみ頂け

ます。 

 

ヒストリーチャン

ネル™ HD 
362 

世界150ヵ国以上、2億5千万人以上

が視聴する世界最大の歴史エンタ

テインメント専門チャンネル。 

 

ナショナル ジオ 

グラフィック チ

ャンネル HD 

363 

ド肝を抜くド迫力！ドキュメンタ

リーの常識をくつがえす「超ド

級！」ナショジオをハイビジョン

で！ 

 

LaLa HD 412 

美しくアグレッシブに生きる女性

のための Luxe なエンタメチャン

ネル、LaLa TV。 

 

ムービープラスHD 461 

ハリウッド大作から世界の名作ま

で。あなたの観たい映画を感動の

ハイビジョンで。 

 
FOX HD 464 

アメリカのエンターテインメント

の全てが分かるハイビジョンのす

ごいチャンネル。そう、それが

FOX！ 

 

日本映画専門チャ

ンネルHD 
465 

日本映画がもっと見たくなる。最

新ヒット作から不朽の名作まで全

映画ハイビジョンで。 

 

キッズステーショ

ンHD 
511 

アニメから知育・情操番組まで。 

こども・アニメ専門チャンネルと

言えば、キッズステーション。 



 

 

アニマックス HD 512 

大人から子供まで楽しめる人気ア

ニメを 24 時間放送中！アニメ見

るならアニマックス 

 

TBSニュースバード

HD 
567 

２４時間ニュースチャンネル。プ

ロ野球・横浜ベイスターズ主催７

２試合も完全生中継！ 

 

TBSチャンネルHD 616 

TBSの人気ドラマ、音楽、スポーツ、

オリジナル番組などをハイビジョ

ンで放送！ 

 

ショップチャンネ

ル ※ 
652 

365日 24時間いつでもお買い物が

楽しめる生放送のショッピング専

門チャンネル。 

 

ＱＶＣ ※ 653 

24時間、全番組、完全生放送。世

界最大のテレビショッピング専門

チャンネル。 

 

ジャパネットチャ

ンネルDX ハイビジ

ョン 

664 

生活を豊かにするお得な商品を、

佐世保のスタジオからご紹介して

います！ 

 

フジテレビTWO 939 

ドラマ！韓流・華流！アニメ！オ

リジナルバラエティ！「競馬予想

ＴＶ」！Ｆ１！ 

 

フジテレビONE 940 

プロ野球ヤクルト戦！「アイドリ

ング!!!」ほかバラエティ！スポー

ツ！情報！音楽！ 

※ショップチャンネル、ＱＶＣを除く、30ｃｈがハイビジョン放送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【別紙3】劇スポコース以外のハイビジョン放送チャンネル（※オプションチャンネル） 

（ハイビジョン番組拡大にともない、チャンネル番号が新しく変わるチャンネルがあります。） 

チャンネルロゴ チャンネル名 
新チャンネル 

番号 
チャンネル内容 

 

スペースシャワー

TV HD 
211 

邦楽ロック＆ポップスを中心に幅

広くシーンを網羅する日本最大

NO.1音楽チャンネル 

 

MTV HD 214 

160カ国以上で視聴されている世

界最大級のユース向け音楽＆エン

ターテインメント専門チャンネル 

 

フ ァ ミ リ ー 劇 場 

HD 
261 

あなたのイチバン、きっと見つか

る。ドラマ、バラエティ、アニメ、

特撮…24時間エンタ―テイメント

チャンネルです。 

 

チャンネルＮＥＣ

Ｏ－ＨＤ 
462 

日本映画の話題作から名作までた

っぷりと。ドラマ、アニメも充実！ 

 

※2011年10月よりロゴ変更予定 

カートゥーン ネッ

トワークＨＤ 
513 

世界のアニメがここにいる！子供

から大人まで、国内外の傑作アニ

メを24時間オンエア！  

 

旅チャンネルＨＤ 613 

世界中の魅力溢れる旅の映像をお

届けする日本で唯一の旅専門チャ

ンネル。 

 

エンタメ～テレHD

☆シネドラバラエ

ティ 

617 

年間３００本以上の映画・充実の

韓流・バラエティそして全国ロー

カル番組など豊富なラインナップ

をお届け！ 

 

グリーンチャンネ

ルＨＤ ※ 
904 

中央競馬の全レースをライブで！

パドック、返し馬はもちろん、平

日の予想番組もお見逃しなく。更

に、乗馬・馬文化番組も充実  

グリーンチャンネ

ル２ＨＤ ※ 
905 

 

ＫＮＴＶ ＨＤ ※ 908 

こだわりは日本初放送。泣ける、

トキメク、あなたがハマる韓流最

強チャンネル 

 

フジテレビNEXT 

※ 
915 

フジテレビが送る最強の総合プレ

ミアムチャンネル！極上コンテン

ツが巨大集結！ 

 

衛星劇場HD ※ 936 

邦画・洋画・韓流・歌舞伎などバ

ラエティに富んだ上質エンターテ

インメントチャンネル 



 

 

東映チャンネルHD 

※ 
937 

新作映画、時代劇、任侠、アニメ、

特撮、ドラマなど、東映の人気作

をノーCMで放送！ 

 

J SPORTS 4 HD ※ 943 

生中継が充実。プロ野球（西武）、

ＭＬＢ、サッカー、フィギュア、

サイクル、ＧＴ等をお届け！ 

 

・別紙2、別紙3合わせて、計 44ｃｈがハイビジョン放送。 

・視聴できるチャンネルは加入コースにより異なります。 

 

 

【別紙4】 新BSの対応について 

ＷＯＷＯＷ 
「ＷＯＷＯＷプライム」「ＷＯＷＯＷライブ」「ＷＯＷＯＷシネマ」の３ｃ

ｈセットをＢＳデジタル放送で対応。（３ｃｈともＨＤ放送） 

スター・チャンネル 

ＣＳデジタル放送（一部局ではＢＳデジタル放送）の「スター・チャン

ネルハイビジョン」、「スター・チャンネルプラス」、「スター・チャンネ

ルクラシック」の 3ｃｈが全てＢＳデジタル放送に移行し、「ハイビジョ

ンの「スター・チャンネル１」「スター・チャンネル２」「スター・チャンネ

ル３」になります。（移行時期は各局で異なります） 

放送大学 
ＢＳデジタル放送で対応 

ＦＯＸｂｓ２３８ 

アニマックス 

ＣＳデジタル放送でペイチャンネルとして対応 日本映画専門チャンネル 

グリーンチャンネル 

 

≪参考≫株式会社コミュニティネットワークセンター 

（１）事業内容 グループ会社の事業活動の経営管理、デジタル放送の再配信、電気通信事業 

（２）所在地 愛知県名古屋市東区東桜一丁目３番１０号 

（３）代表取締役社長 大石菊弘 

（４）グループ連結売上高 ３６，９９５百万円（平成２２年度） 

（５）主な株主及び出資比率（普通株式）株式会社シーテック １９.７８％、トヨタ自動車株式

会社 ９.４４％、ＫＤＤＩ株式会社８.４５％ 

（６）グループ会社  ㈱キャッチネットワーク、知多メディアスネットワーク㈱、 

中部ケーブルネットワーク㈱、ひまわりネットワーク㈱、グリーンシティケーブルテレビ㈱、

おりべネットワーク㈱、シーシーエヌ㈱、三河湾ネットワーク㈱、ケーブルテレビサービス㈱

(ひまわりネットワーク㈱の子会社で工事会社) 

 

 

お問合せ先 

◇(株)コミュニティネットワークセンター 

営業戦略部 石井 冨田 

℡ 052-955-5162 

＊この報道発表は、以下の各所にて同時に

行っています。 

名古屋経済記者クラブ 8月19日 10 時 

日本ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ連盟記者会 8月 19日 10 時 


