Press Release

平成 24年 3月 1日
株式会社コミュニティネットワークセンター

ＣＮＣＩ配信ケーブルテレビ１９社
新チャンネル追加、ハイビジョンチャンネル拡大等の
テレビサービスの充実について

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、三重県、静岡県のケーブルテレビ局
19社（別紙1）は、提供するテレビサービスにおいて、4月1日(日)より１チャンネル追加し、「劇
スポコース」（※1）ではさらに２チャンネルを追加いたします。また、4月24日（火）よりハ
イビジョン（以下HD）チャンネルの提供を拡大いたします。
■「日テレプラス」、「朝日ニュースター」の追加

【4月1日(日)】

プロ野球ペナントレースの試合放送の充実のため、「日テレプラス」（※2）、「朝日ニュース
ター」の２チャンネルを「劇スポコース」に追加いたします。
■「ジュエリー★Gem Shopping TV」の追加

【4月1日(日)】

日本に一つしかないジュエリーショッピング専門チャンネル「ジュエリー★Gem Shopping TV」
を、各社が提供する多チャンネルコースを対象に追加いたします。
■HDチャンネルの拡大

【4月24日(火)】

HD による「MUSIC ON! TV HD」、「MONDO TV HD」、「日テレプラス HD」（※2）、「ショップチャ
ンネル」、「QVC」の放送を開始いたします。これにより HD での CS 放送は合計 48ｃｈ（※3）と
なり、各社提供の全コースで対応いたします。
また、お客様の要望に応え、全てのコース（※4）で提供しているチャンネルを視聴できる「ハ
ッピーコース」（※5）を4月1日（日）より開始いたします。
ＣＮＣＩならびにケーブルテレビ局19社では、今回の新チャンネル追加およびHDチャンネルの
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 「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 「日テレプラス」は 4 月 23 日までは標準画質で放送し、4 月 24 日以降は HD で
放送いたします。（「日テレプラス HD」に名称変更いたします）
※3 中部ケーブルネットワーク㈱では HD 化されるチャンネル及び HD チャンネル数が異なります。
※4 中部ケーブルネットワーク㈱の提供コースは除く。
※5 「ハッピーコース」はＣＮＣＩグループ局の統一名称です。（中部ケーブルネットワーク㈱
除く） 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。
また、中部ケーブルネットワーク㈱では提供開始時期は未定です。
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≪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％

中部電力株式会社

４.５５％

（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㈱
おりべネットワーク㈱
シーシーエヌ㈱
三河湾ネットワーク㈱
グリーンシティケーブルテレビ㈱

【別紙1】

ＣＮＣＩが番組配信を行うケーブルテレビ局１９社

下表ご参照

社名
ＣＮＣＩグループ

ＣＮＣＩグループ
以外の配信局
（50 音順）

代表者名

㈱キャッチネットワーク

代表取締役社長

川瀬

知多メディアスネットワーク㈱

代表取締役社長

小谷内

中部ケーブルネットワーク㈱

代表取締役社長

高木

ひまわりネットワーク㈱

代表取締役社長

多和田

おりべネットワーク㈱

代表取締役社長

白木

サービスエリア
隆介
務

元明

博

愛知県/刈谷市、安城市、高浜市、知立市、碧南市、西尾
市
愛知県/東海市、大府市、知多市、東浦町
愛知県/春日井市・小牧市・名古屋市緑区・豊明市・日進
市・東郷町・犬山市・扶桑町・豊川市
岐阜県/各務原市・美濃加茂市・川辺町・白川町・八百津
町・養老町・本巣市
三重県/川越町・朝日町・桑名市多度町
愛知県/豊田市、みよし市、長久手市

隆

岐阜県/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

岐阜県/岐阜市、羽島市、笠松町、岐南町、関市、美濃市、
各務原市川島町、北方町、瑞穂市、山県市※、下呂市※、
郡上市※
※チャンネルリースによるデジタル放送サービスの提供

三河湾ネットワーク㈱

代表取締役社長

白木

隆

愛知県/蒲郡市、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

愛知県/名古屋市守山区、尾張旭市、瀬戸市

㈱アイ・シー・シー

代表取締役

豊島

半七

愛知県/一宮市

稲沢シーエーティーヴィ㈱

代表取締役

加藤

睦郎

愛知県/稲沢市（平和町･祖父江町を除く）

㈱大垣ケーブルテレビ

代表取締役社長

野田

紀男

岐阜県/大垣市、海津市、揖斐郡池田町、安八郡神戸町、
不破郡垂井町、不破郡関ケ原町

㈱ケーブルテレビ可児

代表取締役社長

小池

凖之典

岐阜県/可児市、可児郡御嵩町

㈱ＣＡＣ

代表取締役社長

金澤

憲二

愛知県/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

豊橋ケーブルネットワーク㈱

代表取締役社長

中野

元博
中村

西尾張シーエーティーヴィ㈱

代表取締役社長

青木

浜松ケーブルテレビ㈱

代表取締役社長

佐久間

飛騨高山ケーブルネットワーク㈱

代表取締役

熊本

ミクスネットワーク（株）

代表取締役社長

愛知県/常滑市、武豊町、美浜町、南知多町
捷二

愛知県/豊橋市、田原市、新城市

啓

愛知県/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
※一部サービスをご提供できない区域がございます。
哲二

岐阜県/高山市（高山市街、久々野町・一之宮町・朝日町・
国府町・清見町（一部））、飛騨市（古川町・神岡町）の
一部

巖
大川

静岡県/浜松市・袋井市・湖西市各一部

博美

愛知県/岡崎市

【別紙2】追加チャンネル
チャンネルロゴ

チャンネル名
ジ ュ エ リ ー ★ Gem
Shopping TV

チャンネル内容

日本にたった一つのジュエリーショ
ッピング専門チャンネル Gem Shopping
TV！！

【別紙3】劇スポコースのみに追加されるチャンネル
チャンネルロゴ

チャンネル名

チャンネル内容
西武ライオンズ戦をオープン戦から放送

朝日ニュースター

予定、主催試合は全試合生放送！
懐かしの名作から最新作まで、日テレの番

日テレプラス

組が満載！ソフトバンクホークス戦も生
中継！

【別紙4】ハイビジョン化チャンネル
チャンネルロゴ

チャンネル名

チャンネル内容
懐かしの名作から最新作まで、日テレの番

日テレプラス HD

組が満載！ソフトバンクホークス戦も生
中継！

今、一番選ばれている No.1 音楽チャン
MUSIC ON! TV HD

ネル。ヒット曲満載の多彩な番組を連日
放送！
エンタメ、アイドル、麻雀、パチ＆スロ、

MONDO TV HD

ショップ
チャンネル

QVC

Vシネマでオトコを満たす

MONDO TV。

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。

24時間、全番組、完全生放送。 QVCは、世
界最大のテレビショッピング専門チャンネル。

※中部ケーブルネットワーク㈱はハイビジョン化チャンネルが異なります。

