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「デジアナ変換サービス」を実施する事業者 

都道府県 
当該変換設

備設置場所 
事業者名 デジアナ変換サービスを提供する区域 

北海道 

函館市 （株）ニューメディア 函館市、北斗市、七飯町の各一部 

釧路市 釧路ケーブルテレビ（株） 釧路市、釧路町の各一部 

岩手県 

一関市 （株）一関ケーブルネットワーク 一関市の一部 

奥州市 水沢テレビ（株） 奥州市の一部 

宮城県 気仙沼市 気仙沼ケーブルネットワーク（株） 気仙沼市の一部 

山形県 米沢市 （株）ニューメディア 
米沢市、南陽市、高畠町及び川西町の各

一部 

福島県 伊達市 伊達市 伊達市の一部 

茨城県 

日立市 （株）ＪＷＡＹ 日立市の全域 

古河市 リバーシティ・ケーブルテレビ（株） 古河市、埼玉県久喜市の各一部 

ひたちなか

市 
日本通信放送（株） ひたちなか市の一部 

栃木県 

栃木市 ケーブルテレビ（株） 

栃木市、西方町、岩舟町の各全域、壬生

町の一部 

佐野市 佐野ケーブルテレビ（株） 佐野市の一部 

鹿沼市 鹿沼ケーブルテレビ（株） 鹿沼市の一部 

小山市 テレビ小山放送（株） 小山市、上三川町の各一部 

群馬県 館林市 ケーブルテレビ（株） 館林市、板倉町の各全域 

埼玉県 

熊谷市 熊谷ケーブルテレビ（株） 熊谷市、深谷市の各一部 

秩父市 秩父ケーブルテレビ（株） 秩父市、横瀬町の各一部 

本庄市 本庄ケーブルテレビ（株） 本庄市の一部 

蕨市 蕨ケーブルビジョン（株） 蕨市の一部 

入間市 ゆずの里ケーブルテレビ（株） 毛呂山町の一部 

千葉県 千葉市 （株）イースト･コミュニケーションズ 千葉市（緑区）の一部 

別 紙 
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銚子市 銚子テレビ放送（株） 銚子市の一部 

成田市 成田ケーブルテレビ（株） 成田市、富里市の各一部 

市原市 （財）首都圏ケーブルメディア 千葉市（中央区、緑区）、市原市の各一部 

東京都 

港区 
（株）ケーブルテレビジョン東京（Ｊ

ＣＮみなと新宿） 
港区、新宿区の各一部 

新宿区 （財）東京ケーブルビジョン 新宿区の全域 

文京区 東京ケーブルネットワーク（株） 
千代田区、文京区、荒川区の各全域、中

央区、新宿区の各一部 

品川区 （株）南東京ケーブルテレビ 港区、品川区、目黒区、大田区の各一部 

青梅市 多摩ケーブルネットワーク（株） 
福生市、羽村市の各全域、青梅市、瑞穂

町の各一部 

多摩市 （株）多摩テレビ 
多摩市の全域、八王子市、町田市、稲城

市の各一部 

神奈川県 

横浜市 イッツ・コミュニケーションズ（株） 

目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、町

田市の各一部 

横浜市（港北区、緑区、青葉区、都筑区）、

川崎市（中原区、高津区、宮前区）の各

一部 

横浜市 ＹＯＵテレビ（株） 
横浜市（鶴見区、神奈川区、港北区）、

川崎市（川崎区、幸区）の各一部 

平塚市 湘南ケーブルネットワーク（株） 
平塚市、大磯町、二宮町、中井町の各全

域 

厚木市 厚木伊勢原ケーブルネットワーク（株） 厚木市の全域 

新潟県 

新潟市 （株）ニューメディア 
新潟市（北区、東区、中央区、西区）の一

部 

長岡市 （株）エヌ・シィ・ティ 長岡市、三条市の各一部 

上越市 上越ケーブルビジョン（株） 妙高市、上越市の各一部 

富山県 

富山市 （株）ケーブルテレビ富山 富山市の一部、舟橋村全域 

魚津市 
（株）新川インフォメーションセンタ

ー 

魚津市全域（魚津市ケーブルテレビの区

域を含む） 

氷見市 能越ケーブルネット（株） 
氷見市全域（氷見市ケーブルテレビの区

域を含む） 

射水市 射水ケーブルネットワーク（株） 
射水市全域（射水市ケーブルテレビの区

域を含む）、高岡市の一部 

石川県 羽咋市 能越ケーブルネット（株） 羽咋市全域、穴水町全域 
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山梨県 

富士吉田市 （株）シーエーティーブイ富士五湖 富士吉田市の全域 

富士吉田市 （株）ケーブルテレビ富士 山中湖村の一部 

富士吉田市 北富士有線テレビ放送（株） 鳴沢村、富士河口湖町の各一部 

都留市 都留市テレビ利用者組合 都留市の一部 

南都留郡富

士河口湖町 
河口湖有線テレビ放送（有） 富士河口湖町の一部 

長野県 

上田市 （株）上田ケーブルビジョン 
上田市、東御市、青木村、坂城町の各一

部 

須坂市 須高ケーブルテレビ（株） 
高山村の全域、須坂市、小布施町の各一

部 

伊那市 伊那ケーブルテレビジョン（株） 伊那市、箕輪町、南箕輪村の各全域 

大町市 大町市 大町市の一部 

岐阜県 

岐阜市 シーシーエヌ（株） 

美濃市、羽島市、岐南町、笠松町、北方

町の各全域 、岐阜市、関市、瑞穂市、

各務原市、本巣市の各一部 

多治見市 おりべネットワーク（株） 多治見市、瑞浪市、土岐市の各一部 

美濃加茂市、

各務原市、本

巣市、養老郡

養老町 

中部ケーブルネットワーク（株） 
美濃加茂市、各務原市、本巣市、養老町、

川辺町、八百津町、白川町の各一部 

郡上市 郡上市 郡上市の一部 

静岡県 

浜松市 浜松ケーブルテレビ（株） 

浜松市（中区、東区、西区、南区、北区、

浜北区、天竜区）、袋井市、湖西市の各

一部 

熱海市 （株）伊豆急ケーブルネットワーク 熱海市、伊東市、東伊豆町の各一部 

愛知県 

名古屋市 
スターキャット・ケーブルネットワー

ク（株） 

名古屋市（千種区、東区、北区、西区、

中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、

中川区、港区、南区、名東区、天白区）、

江南市、岩倉市、北名古屋市、豊山町の

各全域、清須市の一部 

春日井市、豊

川市、日進市 
中部ケーブルネットワーク（株） 

名古屋市（緑区）、春日井市、豊川市、

犬山市、小牧市、豊明市、日進市、東郷

町、扶桑町の各一部 

三重県 

津市、尾鷲

市、熊野市 
（株）ＺＴＶ 

津市、尾鷲市、亀山市、熊野市、紀北町、

御浜町、紀宝町の各全域、松阪市の一部 

松阪市 
松阪ケーブルテレビ・ステーション

（株） 

多気町、明和町、大台町、大紀町の各全

域、松阪市、志摩市の各一部 
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名張市 （株）アドバンスコープ 名張市の全域、伊賀市の一部 

三重郡川越

町 
中部ケーブルネットワーク（株） 桑名市、朝日町、川越町の各一部 

滋賀県 

彦根市、近江

八幡市、草津

市 

（株）ＺＴＶ 

近江八幡市、米原市の各全域 

大津市、彦根市、長浜市、草津市、

守山市、栗東市、野洲市、湖南市、

高島市の各一部 

東近江市 東近江ケーブルネットワーク（株） 東近江市の全域 

大阪府 

大阪市 （株）ベイ・コミュニケーションズ 

大阪市（福島区、西区、浪速区、西成区）

の各全域 

大阪市（此花区、港区、大正区、西淀川

区、住之江区、北区、中央区）の各一部 

岸和田市 （株）テレビ岸和田 岸和田市、忠岡町の各全域 

兵庫県 

姫路市 姫路ケーブルテレビ（株） 

宍粟市、太子町、上郡町、佐用町の各全

域 

姫路市、加西市、たつの市の各一部 

尼崎市、西宮

市 
（株）ベイ・コミュニケーションズ 

伊丹市の全域 

神戸市（北区）、尼崎市、西宮市、宝塚

市、、川西市の各一部 

奈良県 
奈良市、大淀

町 
こまどりケーブル（株） 

宇陀市、山添村、曽爾村、御杖村、吉野

町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野

迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、 

川上村、東吉野村の各全域 

奈良市、五條市の各一部 

和歌山県 新宮市 （株）ＺＴＶ 

新宮市、日高町、由良町、日高川町、

那智勝浦町、太地町、古座川町、北

山村、串本町の各全域 

田辺市、広川町の各一部 

鳥取県 

鳥取市 日本海ケーブルネットワーク（株） 
岩美町、三朝町の各全域、鳥取市、倉吉

市の各一部 

米子市 （株）中海テレビ放送 
米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部

町、日南町、伯耆町の各全域 

島根県 

浜田市 石見ケーブルビジョン（株） 浜田市、江津市の各一部 

大田市 石見銀山テレビ放送（株） 大田市の全域 

広島県 尾道市 尾道ケーブルテレビ（株） 尾道市の一部 

山口県 

山口市 山口ケーブルビジョン（株） 
宇部市、山口市、防府市、美祢市の各一

部 

岩国市 （株）アイ・キャン 和木町の全域、岩国市,の一部 
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徳島県 

徳島市 ケーブルテレビ徳島（株） 

美馬市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、 

神山町、牟岐町、美波町、海陽町、東みよ

し町の各全域 

徳島市の一部 

阿南市 徳島県南メディアネットワーク（株） 阿南市の一部 

吉野川市 （株）ケーブルネットおえ 吉野川市の一部 

三好市 （株）池田ケーブルネットワーク 三好市の全部 

香川県 丸亀市 中讃ケーブルビジョン（株） 
琴平町、まんのう町の各全域 

丸亀市、多度津町の各一部 

愛媛県 大洲市 （株）ケーブルネットワーク西瀬戸 大洲市、内子町の各一部 

高知県 

高知市 高知ケーブルテレビ（株） 高知市、南国市、いの町の各一部 

香南市 香南施設農業協同組合 香南市の全域 

福岡県 

福岡市 （財） 福岡ケーブルビジョン 福岡市の一部 

久留米市 （株）ＣＲＣＣメディア 
久留米市、大川市、柳川市、鳥栖市の各

一部 

嘉麻市 嘉麻市 嘉麻市の一部 

佐賀県 

多久市 （株）多久ケーブルメディア 多久市の一部 

武雄市 （株）ケーブルワン 
武雄市、大町町、江北町、白石町の各一

部 

鹿島市 （株）ネット鹿島 鹿島市の一部 

嬉野市 （株） テレビ九州 嬉野市、武雄市の各一部 

長崎県 

島原市 （株）ケーブルテレビジョン島原 島原市、南島原市、雲仙市の各一部 

諫早市 諫早ケーブルテレビジョン放送（株） 諫早市、長崎市の各一部 

大村市 オクト・パルス（株） 大村市の一部 

対馬市 対馬市 対馬市の一部 

東彼杵郡波

佐見町 
（株）ネット鹿島 波佐見町の一部 

熊本県 天草市 天草ケーブルネットワーク（株） 天草市の一部 

大分県 

日田市 ＫＣＶコミュニケーションズ（株） 日田市の一部 

日田市 日田市 日田市の一部 

宮崎県 宮崎市 宮崎ケーブルテレビ（株） 宮崎市、清武町、国富町の各一部 
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都城市 
ビィーティーヴィーケーブルテレビ

（株） 

都城市、日南市、三股町、小林市、曽於

市の各一部。高原町の全域。 

延岡市 （株）ケーブルメディアワイワイ 延岡市、日向市、門川町の各一部 

鹿児島県 

鹿児島市 
ビィーティーヴィーケーブルテレビ

（株） 
鹿児島市の一部、志布志市の全域 

奄美市 奄美テレビ放送（株） 奄美市の一部 

大島郡瀬戸

内町 
瀬戸内ケーブルテレビ（株） 瀬戸内町の一部 

沖縄県 那覇市 沖縄ケーブルネットワーク（株） 

那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市、 

豊見城市、うるま市、北谷町、北中城村、 

西原町、南風原町 

合       計 ９７事業者 

 

（注）「デジアナ変換サービスを提供する区域」は、平成22年11月 30日現在での計画区域。 

 

 


