
 

事案の概要 

 

 

番組供給事業者である株式会社スペースシャワーネットワークから番組供

給を受けて衛星放送事業者及び有線放送事業者が放送する「スペースシャワー

ＴＶ」及び「１００％ヒッツ！スペースシャワーＴＶ プラス」のチャンネル

において放送された下記の番組の一部について、「アニメーション等の映像手

法に関するガイドライン」（日本放送協会及び一般社団法人日本民間放送連盟）

に抵触するおそれのある映像手法が用いられていたもの。 

なお、自社の番組基準に抵触する放送を行った旨の報告のあった放送事業者

及び当該放送事業者の他、当該放送番組を放送した放送事業者の一覧は別添の

とおり。 

 

 

○「スペースシャワーＴＶ」における当該番組の放送日時（今回の自主的な点

検の対象） 

放送日 時間帯 番組の名称 

2014 年 

12 月 1 日 
10時 00分～12時 00分 スペシャが選ぶ 250 曲 Part4 

2014 年 

12 月 13 日 
12時 00分～17時 00分 

さよなら 2014 年！忘年会で盛り

上がる！鉄板カラオケソングラン

キング 

2014 年 

12 月 17 日 
14時 00分～15時 00分 

さよなら 2014 年！忘年会で盛り

上がる！鉄板カラオケベストセレ

クション Part3 

2014 年 

12 月 24 日 
9 時 00 分～10 時 00 分 

さよなら 2014 年！忘年会で盛り

上がる！鉄板カラオケベストセレ

クション Part3 

 

○「１００％ヒッツ！スペースシャワーＴＶ プラス」における当該番組の放

送日時（今回の自主的な点検の対象） 

放送日 時間帯 番組の名称 

2014 年 

12 月 23 日 
21時 00分～25時 00分 

見なきゃソンする歴代ヒットソン

グオンパレード！PART2 

 

別紙 



別添

衛星放送事業者（１社）

有線放送事業者（２２９社）
(株)アイキャスト スカパーＪＳＡＴ(株) 旭川ケーブルテレビ(株)

(株)帯広シティーケーブル (株)ジェイコム札幌 青森ケーブルテレビ(株)

(株)秋田ケーブルテレビ (株)一関ケーブルネットワーク 一関市

(株)ケーブルテレビ山形 三陸ブロードネット(株) 仙台ＣＡＴＶ(株)

ニューデジタルケーブル(株) (株)ニューメディア (株)八戸テレビ放送

三沢市 水沢テレビ(株) 宮城ケーブルテレビ(株)

厚木伊勢原ケーブルネットワーク(株) (株)イースト・コミュニケーションズ (株)いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ

イッツ・コミュニケーションズ(株) 入間ケーブルテレビ(株) 宇都宮ケーブルテレビ(株)

鹿沼ケーブルテレビ(株) (株)上野原ブロードバンドコミュニケーションズ 河口湖有線テレビ放送(有)

(有)峡西シーエーテーブイ 行田ケーブルテレビ(株) ケーブルテレビ(株)

(一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス (株)広域高速ネット二九六 佐野ケーブルテレビ(株)

(株)シーエーティーブイ富士五湖 (株)ＪＷＡＹ (株)ジェイコム足立

(株)ジェイコムイースト (株)ジェイコム市川 (株)ジェイコム大田

(株)ジェイコム小田原 (株)ジェイコム鎌倉 (株)ジェイコム川口戸田

(株)ジェイコム北関東 (株)ジェイコムさいたま (株)ジェイコム湘南

(株)ジェイコム多摩 (株)ジェイコム千葉 (株)ジェイコム千葉セントラル

(株)ジェイコム東葛葛飾 (株)ジェイコム東京 (株)ジェイコム東京北

(株)ジェイコム中野 (株)ジェイコム八王子 (株)ジェイコム日野

(株)ジェイコム船橋習志野 (株)ジェイコム南横浜 (株)ジェイコム武蔵野三鷹

湘南ケーブルネットワーク(株) 多摩ケーブルネットワーク(株) (株)多摩テレビ

土浦ケーブルテレビ(株) 東松山ケーブルテレビ(株) 光ケーブルネット(株)

富士川シーエーティーヴィ(株) (株)南東京ケーブルテレビ 真岡市

山梨ＣＡＴＶ(株) ＹＯＵテレビ(株) ゆずの里ケーブルテレビ(株)

横浜ケーブルビジョン(株) わたらせテレビ(株) 蕨ケーブルビジョン(株)

(株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ (株)エヌ・シィ・ティ エルシーブイ(株)

(株)佐渡テレビジョン 須高ケーブルテレビ(株) (株)テレビ松本ケーブルビジョン

長野市 (株)あさがおテレビ 射水ケーブルネットワーク(株)

魚津市 おおい町 小矢部市

加賀ケーブルテレビ(株) 加賀テレビ(株) 金沢ケーブルテレビネット(株)

かほく市 (株)ケーブルテレビ富山 小松市

さかいケーブルテレビ(株) 志賀町 (株)新川インフォメーションセンター

高岡ケーブルネットワーク(株) 丹南ケーブルテレビ(株) (株)テレビ小松

となみ衛星通信テレビ(株) 砺波広域圏事務組合 七尾市

滑川中新川地区広域情報事務組合 能越ケーブルネット(株) 氷見市

福井ケーブルテレビ(株) 美方ケーブルネットワーク(株) (株)アイ・シー・シー

(株)アドバンスコープ (株)伊豆急ケーブルネットワーク (有)伊東テレビクラブ

稲沢シーエーティーヴィ(株) (株)御前崎ケーブルテレビ おりべネットワーク(株)

(株)キャッチネットワーク グリーンシティケーブルテレビ(株) (株)ケーブルテレビ可児

(株)ケーブルネット鈴鹿 (株)シー・ティー・ワイ (株)ＣＡＣ

シーシーエヌ(株) スターキャット・ケーブルネットワーク(株) 知多半島ケーブルネットワーク(株)

知多メディアスネットワーク(株) 中部ケーブルネットワーク(株) (株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク

(株)トコちゃんねる静岡 豊橋ケーブルネットワーク(株) 西尾張シーエーティーヴィ(株)

浜松ケーブルテレビ(株) 飛騨高山ケーブルネットワーク(株) ひまわりネットワーク(株)

三河湾ネットワーク(株) ミクスネットワーク(株) (株)ラッキータウンテレビ

(株)あいコムこうか (株)明石ケーブルテレビ 近鉄ケーブルネットワーク(株)

(株)ケイ・オプティコム (株)ＫＣＮ京都 こまどりケーブル(株)

(株)ジェイコムウエスト (株)テレビ岸和田 ＢＡＮ－ＢＡＮネットワークス(株)

姫路ケーブルテレビ(株) (株)ベイ・コミュニケーションズ (株)アイ・キャン

出雲ケーブルビジョン(株) 井原放送(株) 石見銀山テレビ放送(株)

石見ケーブルビジョン(株) 雲南市・飯南町事務組合 邑南町

岡山ネットワーク(株) 尾道ケーブルテレビ(株) 笠岡放送(株)

(株)吉備ケーブルテレビ Ｋビジョン(株) (株)ケーブルネット下関

山陰ケーブルビジョン(株) (株)シティーケーブル周南 玉島テレビ放送(株)

鳥取中央有線放送(株) 日本海ケーブルネットワーク(株) (株)東広島ケーブルメディア

(株)ひろしまケーブルテレビ (株)ふれあいチャンネル 矢掛放送(株)

山口ケーブルビジョン(株) 阿波市 今治シーエーティーブィ(株)

(株)愛媛ＣＡＴＶ 香川テレビ放送網(株) 上板町有線テレビ(株)

自社の番組基準に抵触する放送を行った旨の報告のあった放送事業者（２３０社）

(株)スカパー・ブロードキャスティング



ケーブルテレビ徳島(株) (株)ケーブルネットワーク西瀬戸 (株)ケーブルメディア四国

高知ケーブルテレビ(株) 香南施設農業協同組合 テレビ阿波(株)

徳島県南メディアネットワーク(株) 日本中央テレビ(株) (株)ハートネットワーク

(株)東阿波ケーブルテレビ (株)ひのき 三豊ケーブルテレビ放送(株)

天草ケーブルネットワーク(株) 奄美テレビ放送(株) 有田ケーブル・ネットワーク(株)

諫早ケーブルテレビ(株) 伊万里ケーブルテレビジョン(株) 臼杵市

おおむらケーブルテレビ(株) 嘉麻市 (株)唐津ケーブルテレビジョン

杵築市 九州テレ・コミュニケーションズ(株) ＫＣＶコミュニケーションズ(株)

(株)ケーブルテレビ佐伯 (株)ケーブルテレビジョン島原 (株)ケーブルネットワーク桂川

(株)ケーブルメディアワイワイ (株)ケーブルワン 皇徳寺ケーブルテレビ(株)

(株)五島テレビ 佐賀シティビジョン(株) (株)ＣＲＣＣメディア

シーティービーメディア(株) (株)ジェイコム九州 (株)ジェイコム熊本

(株)西彼ケーブルネットワーク 大分ケーブルテレコム(株) 大分ケーブルネットワーク(株)

(株)多久ケーブルメディア (株)テレビ九州 テレビやつしろ(株)

東彼ケーブルテレビ(株) 西海テレビ(株) 西九州電設(株)

(株)ネット鹿島 ビィーティーヴィーケーブルテレビ(株) 福江ケーブルテレビ(株)

(公財)福岡ケーブルビジョン 藤津ケーブルビジョン(株) 豊後高田市

松浦ケーブル(株) 南九州ケーブルテレビネット(株) 宮崎ケーブルテレビ(株)

(株)メック 石垣ケーブルテレビ(株) 沖縄ケーブルネットワーク(株)

宮古テレビ(株)

衛星放送事業者（２社）

有線放送事業者（８０社）
ＫＤＤＩ(株) 伊達市 鶴岡市

遠野市 西会津町 由利本荘市

峡東ケーブルネット(株) 狭山ケーブルテレビ(株) 白根ケーブルネットワーク(株)

秩父ケーブルテレビ(株) (株)千葉ニュータウンセンター 銚子テレビ放送(株)

テレビ小山放送(株) 東京ケーブルネットワーク(株) 東京ベイネットワーク(株)

豊島ケーブルネットワーク(株) 成田ケーブルテレビ(株) (株)日本ネットワークサービス

(株)ネットワーク下部 飯能ケーブルテレビ(株) 本庄ケーブルテレビ(株)

リバーシティ・ケーブルテレビ(株) (株)飯田ケーブルテレビ 飯田市

飯山市 伊那ケーブルテレビジョン(株) (株)上田ケーブルビジョン

(株)エコーシティー・駒ヶ岳 大町市 佐久ケーブルテレビ(株)

下條村 上越ケーブルビジョン(株) (株)信州ケーブルテレビジョン

蓼科ケーブルビジョン(株) (株)チャンネル・ユー 丸子テレビ放送(株)

上婦負ケーブルテレビ(株) 新川広域圏事務組合 津幡町

中能登町 宝達志水町 南越前町

(株)嶺南ケーブルネットワーク 若狭町 輪島市

(株)大垣ケーブルテレビ 加東市 東近江ケーブルネットワーク(株)

洛西ケーブルビジョン(株) 鹿足郡事務組合 北広島町

(株)ケーブル・ジョイ (株)周防ケーブルネット (株)テレビ津山

(株)鳥取テレトピア (株)中海テレビ放送 長門市

萩ケーブルネットワーク(株) 浜田市 三原テレビ放送(株)

(株)三次ケーブルビジョン (株)メディアリンク 阿南市

(株)池田ケーブルネットワーク 石井町有線放送農業協同組合 宇和島ケーブルテレビ(株)

宇和島市 エーアイテレビ(株) (株)ＳＴＮｅｔ

(株)ケーブルテレビあなん 国府町農事放送農業協同組合 四国中央市

(株)四国中央テレビ 四万十町 (株)テレビ鳴門

三好市 よさこいケーブルネット(株) 九州通信ネットワーク(株)

(株)長崎ケーブルメディア 八代市

(株)シーエス日本 (株)スカパー・エンターテイメント

上記の他、当該放送番組を放送した放送事業者（８２社）


