
個別の申請の概要

1 2 3
株式会社衛星劇場 株式会社スター・チャンネル 東映衛星放送株式会社

代表取締役社長 代表取締役会長 代表取締役社長
久松　猛朗 植村　伴次郎 福原　英行

松竹株式会社 : 100% 伊藤忠商事株式会社 : 25.0%

株式会社東北新社 : 25.0%

ニューズコーポレーションジャ
パン株式会社 : 25.0%

ソニー株式会社 : 25.0%

東映株式会社 : 33.3%

東映ビデオ株式会社 : 23.3%

東映ラボ・テック株式会社 :
16.7%

東映アニメーション株式会社 :
16.7%

希望周波数及びスロット数

受付順序
申請者名

出資者及び議決権比率

代表者名

○ ○

(24 スロット) (16 スロット)

○

(48 スロット)

HDTV 1番組 HDTV 3番組 HDTV 1番組

有料放送を含む放送
○ ○ ○

有料放送を含む放送以
外の放送

「衛星劇場」(A)又は「ホームド
ラマチャンネル」(B)を希望。

「スター・チャンネル ハイビ
ジョン」(A)、「スター・チャンネ
ル プラス」(A)及び「スター・
チャンネル クラシック」(A)を希
望。

「東映チャンネル」(A)を希望。

有料放送/無料放送

番組概要

番組数

東経110度CS放送ND8
チャンネル

BS放送第5,第7,第11チャ
ンネル

BS放送第19チャンネル

(A) 特別衛星放送における

既存の放送番組の画質

の向上等を目的とする

もの

(B) 一般衛星放送等におけ

る既存の放送番組を新

たに特別衛星放送にお

いても放送することを目

的とするもの
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個別の申請の概要

希望周波数及びスロット数

受付順序
申請者名

出資者及び議決権比率

代表者名

4 5 6
株式会社アニマックスブロード

キャスト・ジャパン
株式会社ミステリチャンネル 株式会社WOWOW

代表取締役社長 代表取締役社長 代表取締役社長
滝山　正夫 滝山　正夫 和崎　信哉

株式会社ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント : 66.0%

株式会社トムス・エンタテイン
メント : 8.5%

東映アニメーション株式会社 :
8.5%

株式会社サンライズ : 8.5%

株式会社日本アドシステムズ
: 8.5%

株式会社ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント : 100%

株式会社フジテレビジョン :
9.96%

株式会社東京放送 : 9.69%

日本テレビ放送網株式会社 :
9.07%

有料放送を含む放送

有料放送を含む放送以
外の放送

有料放送/無料放送

番組概要

番組数

東経110度CS放送ND8
チャンネル

BS放送第5,第7,第11チャ
ンネル

BS放送第19チャンネル

(A) 特別衛星放送における

既存の放送番組の画質

の向上等を目的とする

もの

(B) 一般衛星放送等におけ

る既存の放送番組を新

たに特別衛星放送にお

いても放送することを目

的とするもの

○

(24 スロット)

○ ○

(16 スロット) (48 スロット)

HDTV 1番組 HDTV 1番組 HDTV 2番組

○ ○ ○

「アニマックス」(A)を希望。 「ミステリチャンネル」(B)を希
望。

新規番組２番組を希望。
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個別の申請の概要

希望周波数及びスロット数

受付順序
申請者名

出資者及び議決権比率

代表者名

7 8 9
日本映画衛星放送株式会社 財団法人競馬・農林水産情報

衛星通信機構
株式会社ビーエスIMAGICA

（設立中）

代表取締役社長 理事長 発起人
杉田　成道 山﨑　毅紀 株式会社IMAGICAティーヴィ

代表取締役
星　正人

株式会社フジテレビジョン :
30.0%

株式会社ソニー放送メディア :
15.0%

ブロードメディア株式会社 :
15.0%

東宝株式会社 : 15.0%

株式会社角川映画 : 15.0%

－
株式会社IMAGICAティーヴィ :
100%

有料放送を含む放送

有料放送を含む放送以
外の放送

有料放送/無料放送

番組概要

番組数

東経110度CS放送ND8
チャンネル

BS放送第5,第7,第11チャ
ンネル

BS放送第19チャンネル

(A) 特別衛星放送における

既存の放送番組の画質

の向上等を目的とする

もの

(B) 一般衛星放送等におけ

る既存の放送番組を新

たに特別衛星放送にお

いても放送することを目

的とするもの

② ①

(18 スロット) (24 スロット)

① ② ○

(16 スロット) (16 スロット) (16 スロット)

③ ③

(16 スロット) (16 スロット)

HDTV 1番組 HDTV 1番組 HDTV 1番組

○ ○

○

「時代劇専門チャンネル」(A)を
希望。

「グリーンチャンネル」(B)を希
望。

新規番組１番組を希望。
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個別の申請の概要

希望周波数及びスロット数

受付順序
申請者名

出資者及び議決権比率

代表者名

10 11 12
株式会社IMAGICAティーヴィ 株式会社ミュージック・オン・

ティーヴィ
日活株式会社

代表取締役社長 代表取締役社長 代表取締役社長
星　正人 御領　博 佐藤　直樹

株式会社イマジカ・ロボット
ホールディングス : 100%

株式会社ソニー・ミュージック
エンタテインメント : 66.7%

株式会社ソニー・放送メディア
: 33.3%

日本テレビ放送網株式会社 :
34.0%

株式会社インデックス・ホール
ディングス : 23.4%

スカパーJSAT株式会社 :
16.8%

有料放送を含む放送

有料放送を含む放送以
外の放送

有料放送/無料放送

番組概要

番組数

東経110度CS放送ND8
チャンネル

BS放送第5,第7,第11チャ
ンネル

BS放送第19チャンネル

(A) 特別衛星放送における

既存の放送番組の画質

の向上等を目的とする

もの

(B) 一般衛星放送等におけ

る既存の放送番組を新

たに特別衛星放送にお

いても放送することを目

的とするもの

○ ○

(24 スロット) (24 スロット)

○

(16 スロット)

HDTV 1番組 HDTV 1番組 HDTV 1番組
SDTV 1番組

○ ○ ○

「洋画★シネフィル・イマジカ」
(A)を希望。

「MUSIC ON! TV」(A)及び「ア
ジアドラマチックTV★So-net」
(B)(SD)を希望。

「チャンネルNECO」(A)を希
望。
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個別の申請の概要

希望周波数及びスロット数

受付順序
申請者名

出資者及び議決権比率

代表者名

13 14 15
株式会社釣りビジョン 株式会社ジャパンイメージコ

ミュニケーションズ
ジュピターサテライト放送株式

会社

代表取締役社長 代表取締役社長 代表取締役社長
有澤　僚 中山　潤三 竹岡　哲朗

ブロードメディア株式会社 :
57.9%

株式会社光通信 : 28.1%

株式会社シマノ : 11.7%

セコム株式会社 : 95.54% 株式会社ジュピターテレコム :
50.0%

SCメディアコム株式会社 :
50.0%

有料放送を含む放送

有料放送を含む放送以
外の放送

有料放送/無料放送

番組概要

番組数

東経110度CS放送ND8
チャンネル

BS放送第5,第7,第11チャ
ンネル

BS放送第19チャンネル

(A) 特別衛星放送における

既存の放送番組の画質

の向上等を目的とする

もの

(B) 一般衛星放送等におけ

る既存の放送番組を新

たに特別衛星放送にお

いても放送することを目

的とするもの

① ① ○

(24 スロット) (16 スロット) (24 スロット)

② ②

(16 スロット) (16 スロット)

③

(16 スロット)

HDTV 1番組 HDTV 1番組 HDTV 1番組
SDTV 1番組

○ ○ ○

「釣りビジョン」(B)を希望 「MONDO21」(B)を希望 「ディスカバリーチャンネル」
(A)及び「アニマルプラネット」
(A)(SD)を希望。
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個別の申請の概要

希望周波数及びスロット数

受付順序
申請者名

出資者及び議決権比率

代表者名

16 17
株式会社シーエス・ワンテン 株式会社ジェイ・スポーツ・ブ

ロードキャスティング

代表取締役社長 代表取締役社長
浅地　泰裕 鷹羽　正好

株式会社テレビ朝日 : 33.0%

株式会社日立製作所 : 16.0%

株式会社日本ケーブルテレビ
ジョン : 12.0%

株式会社衛星チャンネル :
12.0%

有限会社ジュピタースポーツ :
33.4%

伊藤忠商事株式会社 : 15.1%

スカパーJSAT株式会社 :
15.0%

第一委託
業務

第二委託
業務

18
株式会社ビーエスＦＯＸ

代表取締役社長
小泉　喜嗣

FOXインターナショナル・チャ
ンネルズ株式会社 : 100%

有料放送を含む放送

有料放送を含む放送以
外の放送

有料放送/無料放送

番組概要

番組数

東経110度CS放送ND8
チャンネル

BS放送第5,第7,第11チャ
ンネル

BS放送第19チャンネル

(A) 特別衛星放送における

既存の放送番組の画質

の向上等を目的とする

もの

(B) 一般衛星放送等におけ

る既存の放送番組を新

たに特別衛星放送にお

いても放送することを目

的とするもの

務 務

○ ○

(24 スロット) (24 スロット)

① ①

(48 スロット) (16 スロット)

② ②

(48 スロット) (16 スロット)

HDTV 1番組 HDTV 3番組 HDTV 1番組 HDTV 1番組
SDTV 1番組

○ ○ ○ ○

「テレ朝チャンネル」(A)及び
「ザ・ゴルフチャンネル」
(A)(SD)を希望。

「J sports 1」(A)、「J sports 2」
(A)及び「J sports ESPN」(A)を
希望。

新規番組1番
組を希望。

「FOX」(A)及び
「FOXライフ」
(B)の混合編
成を希望。
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個別の申請の概要

希望周波数及びスロット数

受付順序
申請者名

出資者及び議決権比率

代表者名

19 20 21
ＢＳコリア株式会社（設立中） 株式会社東北新社 株式会社QVCサテライト

発起人 代表取締役会長 代表取締役社長
KNTV株式会社
代表取締役社長

小川　義章

植村　伴次郎 佐々木　迅

KNTV株式会社 : 100% 植村　徹 : 18.98%

植村　伴次郎 : 17.34%

植村　綾 : 10.38%

株式会社QVCジャパン : 100%

有料放送を含む放送

有料放送を含む放送以
外の放送

有料放送/無料放送

番組概要

番組数

東経110度CS放送ND8
チャンネル

BS放送第5,第7,第11チャ
ンネル

BS放送第19チャンネル

(A) 特別衛星放送における

既存の放送番組の画質

の向上等を目的とする

もの

(B) 一般衛星放送等におけ

る既存の放送番組を新

たに特別衛星放送にお

いても放送することを目

的とするもの

○

(24 スロット)

① ①

(16 スロット) (16 スロット)

② ②

(16 スロット) (16 スロット)

HDTV 1番組 HDTV 1番組 HDTV 1番組

○ ○

○

「KNテレビジョン」(B)を希望。 「スーパー！ドラマTV」(A)を希
望。

「QVC（キュー・ヴィー・シー）」
(A)を希望。
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個別の申請の概要

希望周波数及びスロット数

受付順序
申請者名

出資者及び議決権比率

代表者名

22 23 24
SCサテライト放送株式会社 株式会社キッズステーション 株式会社スペースシャワー

ネットワーク

代表取締役社長 代表取締役社長 代表取締役社長
須田　真司 内田　康幸 金森　清志

SCメディアコム株式会社 :
93.72%

三井物産株式会社 : 67.0%

株式会社東京放送 : 16.0%

株式会社ジュピターテレコム :
15.0%

伊藤忠商事株式会社 : 50.49%

スカパーJSAT株式会社 :
9.98%

有料放送を含む放送

有料放送を含む放送以
外の放送

有料放送/無料放送

番組概要

番組数

東経110度CS放送ND8
チャンネル

BS放送第5,第7,第11チャ
ンネル

BS放送第19チャンネル

(A) 特別衛星放送における

既存の放送番組の画質

の向上等を目的とする

もの

(B) 一般衛星放送等におけ

る既存の放送番組を新

たに特別衛星放送にお

いても放送することを目

的とするもの

○

(24 スロット)

② ②

(16 スロット) (16 スロット)

① ①

(16 スロット) (16 スロット)

HDTV 1番組 HDTV 1番組 HDTV 1番組

○ ○

○

「ショップチャンネル」(A)を希
望。

「キッズステーション」(A)を希
望。

「ミュージックビデオ専門／
VMC」(B)を希望。
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個別の申請の概要

希望周波数及びスロット数

受付順序
申請者名

出資者及び議決権比率

代表者名

25 26 27
株式会社シー・ティ・ビー・エス マルチチャンネルエンターテイ

メント株式会社
ブロードキャスト・サテライト・
ディズニー株式会社（設立中）

代表取締役社長 代表取締役社長 発起人
井川　泉 新巻　康彦 ウォルト・ディズニー・ジャパン

株式会社
代表取締役社長

ポール・キャンドランド
株式会社東京放送 : 31.33%

三井物産株式会社 : 10.0%

株式会社リクルート : 10.0%

株式会社電通 : 10.0%

株式会社ビーエス・アイ :
10.0%

株式会社スカパーJSATホー
ルディングス : 100%

ウォルト・ディズニー・ジャパン
株式会社 : 100%

有料放送を含む放送

有料放送を含む放送以
外の放送

有料放送/無料放送

番組概要

番組数

東経110度CS放送ND8
チャンネル

BS放送第5,第7,第11チャ
ンネル

BS放送第19チャンネル

(A) 特別衛星放送における

既存の放送番組の画質

の向上等を目的とする

もの

(B) 一般衛星放送等におけ

る既存の放送番組を新

たに特別衛星放送にお

いても放送することを目

的とするもの

○

(24 スロット)

○ ○

(16 スロット) (16 スロット)

HDTV 1番組 HDTV 1番組 HDTV 1番組
SDTV 1番組

○ ○

○

「TBSニュースバード」(A)及び
「C-TBSが放送している有料
放送チャンネルのいずれか」
（A）(SD)を希望。

「スカチャン804」(A)を希望。 新規番組1番組を希望。
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個別の申請の概要

希望周波数及びスロット数

受付順序
申請者名

出資者及び議決権比率

代表者名

28 －
BBCワールドワイドチャンネル
ズジャパン株式会社（設立中）

放送大学学園

発起人 理事長
BBCワールドワイドジャパン株

式会社
代表取締役社長

輪座　克彦

御手洗　康

BBCワールドワイドジャパン株
式会社 : 100% －

有料放送を含む放送

有料放送を含む放送以
外の放送

有料放送/無料放送

番組概要

番組数

東経110度CS放送ND8
チャンネル

BS放送第5,第7,第11チャ
ンネル

BS放送第19チャンネル

(A) 特別衛星放送における

既存の放送番組の画質

の向上等を目的とする

もの

(B) 一般衛星放送等におけ

る既存の放送番組を新

たに特別衛星放送にお

いても放送することを目

的とするもの

① ○

(16 スロット) (16 スロット)

②

(16 スロット)

HDTV 1番組 HDTV 1番組
超短波 1番組

○

○

新規番組1番組を希望。 「放送大学テレビ」(B)及び「放
送大学ラジオ」(B)を希望。
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注１ 申請受付順に記載。 

注２ 主要株主の欄については上位３位まで掲載。ただし、議決権比率が５％未満のもの

については掲載を省略。 

注３ 希望周波数及びスロット数の欄において、「①」、「②」又は「③」とあるのは、周波

数の希望順位を表す。 

注４ 番組数の欄は主たる編成について記載。（例：いわゆるマルチ編成による申請の場合

には、主たる編成の時間帯における番組のみを掲載。） 

注５ 番組概要の欄において、（SD）の記載がないテレビ番組は HDTVである。 
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