
○ 北海道総合通信局管内（８者） 

事業者名 放送の区分 放送対象地域 

北海道放送株式会社 
中波放送 

北海道 
テレビジョン放送 

札幌テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 北海道 

北海道テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 北海道 

北海道文化放送株式会社 テレビジョン放送 北海道 

株式会社テレビ北海道 テレビジョン放送 北海道 

株式会社ＳＴＶラジオ 中波放送 北海道 

株式会社エフエム北海道 超短波放送 北海道 

株式会社エフエム・ノースウエーブ 超短波放送 北海道 

 

○ 東北総合通信局管内（２９者） 

事業者名 放送の区分 放送対象地域 

青森放送株式会社 
中波放送 

青森県 
テレビジョン放送 

株式会社青森テレビ テレビジョン放送 青森県 

青森朝日放送株式会社 テレビジョン放送 青森県 

株式会社エフエム青森 超短波放送 青森県 

株式会社アイビーシー岩手放送 
中波放送 

岩手県 
テレビジョン放送 

株式会社テレビ岩手 テレビジョン放送 岩手県 

株式会社岩手めんこいテレビ テレビジョン放送 岩手県 

株式会社岩手朝日テレビ テレビジョン放送 岩手県 

株式会社エフエム岩手 超短波放送 岩手県 

東北放送株式会社 
中波放送 

宮城県 
テレビジョン放送 

株式会社仙台放送 テレビジョン放送 宮城県 

株式会社宮城テレビ放送 テレビジョン放送 宮城県 

株式会社東日本放送 テレビジョン放送 宮城県 

株式会社エフエム仙台 超短波放送 宮城県 

株式会社秋田放送 
中波放送 

秋田県 
テレビジョン放送 

秋田テレビ株式会社 テレビジョン放送 秋田県 

秋田朝日放送株式会社 テレビジョン放送 秋田県 

株式会社エフエム秋田 超短波放送 秋田県 

山形放送株式会社 
中波放送 

山形県 
テレビジョン放送 

株式会社山形テレビ テレビジョン放送 山形県 

株式会社テレビユー山形 テレビジョン放送 山形県 

株式会社さくらんぼテレビジョン テレビジョン放送 山形県 

別 紙 



株式会社エフエム山形 超短波放送 山形県 

福島テレビ株式会社 テレビジョン放送 福島県 

株式会社福島中央テレビ テレビジョン放送 福島県 

株式会社福島放送 テレビジョン放送 福島県 

株式会社テレビユー福島 テレビジョン放送 福島県 

株式会社ラジオ福島 中波放送 福島県 

株式会社エフエム福島 超短波放送 福島県 

 

○ 関東総合通信局管内（２９者） 

事業者名 放送の区分 放送対象地域 

株式会社茨城放送 中波放送 茨城県 

株式会社とちぎテレビ テレビジョン放送 栃木県 

株式会社栃木放送 中波放送 栃木県 

株式会社エフエム栃木 超短波放送 栃木県 

群馬テレビ株式会社 テレビジョン放送 群馬県 

株式会社エフエム群馬 超短波放送 群馬県 

株式会社テレビ埼玉 テレビジョン放送 埼玉県 

株式会社エフエムナックファイブ 超短波放送 埼玉県 

千葉テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 千葉県 

株式会社ベイエフエム 超短波放送 千葉県 

日本テレビ放送網株式会社 テレビジョン放送 関東広域圏 

株式会社ＴＢＳテレビ テレビジョン放送 関東広域圏 

株式会社フジテレビジョン テレビジョン放送 関東広域圏 

株式会社テレビ朝日 テレビジョン放送 関東広域圏 

株式会社テレビ東京 テレビジョン放送 関東広域圏 

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 テレビジョン放送 東京都 

株式会社ＴＢＳラジオ 中波放送 関東広域圏 

株式会社文化放送 中波放送 関東広域圏 

株式会社ニッポン放送 中波放送 関東広域圏 

株式会社日経ラジオ社 短波放送 全国 

株式会社エフエム東京 超短波放送 東京都 

株式会社Ｊ－ＷＡＶＥ 超短波放送 東京都 

株式会社ＩｎｔｅｒＦＭ８９７ 超短波放送（外国語放送） 

東京都の特別区の存する区

域を中心として同一の放送

番組の放送を同時に受信で

きることが相当と認められ

る区域として総務大臣が別



に定める区域 

株式会社テレビ神奈川 テレビジョン放送 神奈川県 

株式会社アール・エフ・ラジオ日本 中波放送 神奈川県 

横浜エフエム放送株式会社 超短波放送 神奈川県 

株式会社山梨放送 
中波放送 

山梨県 
テレビジョン放送 

株式会社テレビ山梨 テレビジョン放送 山梨県 

株式会社エフエム富士 超短波放送 山梨県 

 

○ 信越総合通信局管内（１１者） 

事業者名 放送の区分 放送対象地域 

株式会社新潟放送 
中波放送 

新潟県 
テレビジョン放送 

株式会社新潟総合テレビ テレビジョン放送 新潟県 

株式会社テレビ新潟放送網 テレビジョン放送 新潟県 

株式会社新潟テレビ二十一 テレビジョン放送 新潟県 

株式会社エフエムラジオ新潟 超短波放送 新潟県 

新潟県民エフエム放送株式会社 超短波放送 新潟県 

信越放送株式会社 
中波放送 

長野県 
テレビジョン放送 

株式会社長野放送 テレビジョン放送 長野県 

株式会社テレビ信州 テレビジョン放送 長野県 

長野朝日放送株式会社 テレビジョン放送 長野県 

長野エフエム放送株式会社 超短波放送 長野県 

 

○ 北陸総合通信局管内（１２者） 

事業者名 放送の区分 放送対象地域 

北日本放送株式会社 
中波放送 

富山県 
テレビジョン放送 

富山テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 富山県 

株式会社チューリップテレビ テレビジョン放送 富山県 

富山エフエム放送株式会社 超短波放送 富山県 

北陸放送株式会社 
中波放送 

石川県 
テレビジョン放送 

石川テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 石川県 

株式会社テレビ金沢 テレビジョン放送 石川県 

北陸朝日放送株式会社 テレビジョン放送 石川県 

株式会社エフエム石川 超短波放送 石川県 

福井放送株式会社 
中波放送 

福井県 
テレビジョン放送 

福井テレビジョン放送株式会社 テレビジョン放送 福井県 



福井エフエム放送株式会社 超短波放送 福井県 

 

○ 東海総合通信局管内（１９者） 

事業者名 放送の区分 放送対象地域 

株式会社岐阜放送 
中波放送 

岐阜県 
テレビジョン放送 

株式会社エフエム岐阜 超短波放送 岐阜県 

静岡放送株式会社 
中波放送 

静岡県 
テレビジョン放送 

株式会社テレビ静岡 テレビジョン放送 静岡県 

株式会社静岡朝日テレビ テレビジョン放送 静岡県 

株式会社静岡第一テレビ テレビジョン放送 静岡県 

静岡エフエム放送株式会社 超短波放送 静岡県 

株式会社ＣＢＣテレビ テレビジョン放送 中京広域圏 

東海テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 中京広域圏 

名古屋テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 中京広域圏 

中京テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 中京広域圏 

テレビ愛知株式会社 テレビジョン放送 愛知県 

株式会社ＣＢＣラジオ 中波放送 中京広域圏 

東海ラジオ放送株式会社 中波放送 中京広域圏 

株式会社エフエム愛知 超短波放送 愛知県 

株式会社ＺＩＰ－ＦＭ 超短波放送 愛知県 

株式会社Ｒａｄｉｏ ＮＥＯ 超短波放送（外国語放送） 

名古屋市を中心として同一

の放送番組の放送を同時に

受信できることが相当と認

められる区域として総務大

臣が別に定める区域 

三重テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 三重県 

三重エフエム放送株式会社 超短波放送 三重県 

 

○ 近畿総合通信局管内（１９者） 

事業者名 放送の区分 放送対象地域 

びわ湖放送株式会社 テレビジョン放送 滋賀県 

株式会社エフエム滋賀 超短波放送 滋賀県 

株式会社京都放送 
中波放送 滋賀県、京都府 

テレビジョン放送 京都府 

株式会社エフエム京都 超短波放送 京都府 

株式会社毎日放送 
中波放送 

近畿広域圏 
テレビジョン放送 

朝日放送テレビ株式会社 テレビジョン放送 近畿広域圏 



関西テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 近畿広域圏 

讀賣テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 近畿広域圏 

テレビ大阪株式会社 テレビジョン放送 大阪府 

朝日放送ラジオ株式会社 中波放送 近畿広域圏 

大阪放送株式会社 中波放送 近畿広域圏 

株式会社エフエム大阪 超短波放送 大阪府 

株式会社ＦＭ８０２ 

超短波放送 大阪府 

超短波放送（外国語放送） 

大阪市を中心として同一の

放送番組の放送を同時に受

信できることが相当と認め

られる区域として総務大臣

が別に定める区域 

株式会社サンテレビジョン テレビジョン放送 兵庫県 

株式会社ラジオ関西 中波放送 兵庫県 

兵庫エフエム放送株式会社 超短波放送 兵庫県 

奈良テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 奈良県 

株式会社テレビ和歌山 テレビジョン放送 和歌山県 

株式会社和歌山放送 中波放送 和歌山県 

 

○ 中国総合通信局管内（１７者） 

事業者名 放送の区分 放送対象地域 

株式会社山陰放送 
中波放送 

鳥取県、島根県 
テレビジョン放送 

日本海テレビジョン放送株式会社 テレビジョン放送 鳥取県、島根県 

山陰中央テレビジョン放送株式会社 テレビジョン放送 鳥取県、島根県 

株式会社エフエム山陰 超短波放送 鳥取県、島根県 

山陽放送株式会社 
中波放送 岡山県 

テレビジョン放送 岡山県、香川県 

岡山放送株式会社 テレビジョン放送 岡山県、香川県 

テレビせとうち株式会社 テレビジョン放送 岡山県、香川県 

岡山エフエム放送株式会社 超短波放送 岡山県 

株式会社中国放送 
中波放送 

広島県 
テレビジョン放送 

広島テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 広島県 

株式会社広島ホームテレビ テレビジョン放送 広島県 

株式会社テレビ新広島 テレビジョン放送 広島県 

広島エフエム放送株式会社 超短波放送 広島県 

山口放送株式会社 
中波放送 

山口県 
テレビジョン放送 



テレビ山口株式会社 テレビジョン放送 山口県 

山口朝日放送株式会社 テレビジョン放送 山口県 

株式会社エフエム山口 超短波放送 山口県 

 

○ 四国総合通信局管内（１４者） 

事業者名 放送の区分 放送対象地域 

四国放送株式会社 
中波放送 

徳島県 
テレビジョン放送 

株式会社エフエム徳島 超短波放送 徳島県 

西日本放送株式会社 
中波放送 香川県 

テレビジョン放送 岡山県、香川県 

株式会社瀬戸内海放送 テレビジョン放送 岡山県、香川県 

株式会社エフエム香川 超短波放送 香川県 

南海放送株式会社 
中波放送 

愛媛県 
テレビジョン放送 

株式会社テレビ愛媛 テレビジョン放送 愛媛県 

株式会社あいテレビ テレビジョン放送 愛媛県 

株式会社愛媛朝日テレビ テレビジョン放送 愛媛県 

株式会社エフエム愛媛 超短波放送 愛媛県 

株式会社高知放送 
中波放送 

高知県 
テレビジョン放送 

株式会社テレビ高知 テレビジョン放送 高知県 

高知さんさんテレビ株式会社 テレビジョン放送 高知県 

株式会社エフエム高知 超短波放送 高知県 

 

○ 九州総合通信局管内（３２者） 

事業者名 放送の区分 放送対象地域 

ＲＫＢ毎日放送株式会社 
中波放送 

福岡県 
テレビジョン放送 

九州朝日放送株式会社 
中波放送 

福岡県 
テレビジョン放送 

株式会社テレビ西日本 テレビジョン放送 福岡県 

株式会社福岡放送 テレビジョン放送 福岡県 

株式会社ＴＶＱ九州放送 テレビジョン放送 福岡県 

株式会社エフエム福岡 超短波放送 福岡県 

株式会社ＣＲＯＳＳ ＦＭ 超短波放送 福岡県 

ラブエフエム国際放送株式会社 超短波放送（外国語放送） 

福岡市を中心として同一の

放送番組の放送を同時に受

信できることが相当と認め

られる区域として総務大臣

が別に定める区域 



株式会社サガテレビ テレビジョン放送 佐賀県 

株式会社エフエム佐賀 超短波放送 佐賀県 

長崎放送株式会社 
中波放送 佐賀県、長崎県 

テレビジョン放送 長崎県 

株式会社テレビ長崎 テレビジョン放送 長崎県 

長崎文化放送株式会社 テレビジョン放送 長崎県 

株式会社長崎国際テレビ テレビジョン放送 長崎県 

株式会社エフエム長崎 超短波放送 長崎県 

株式会社熊本放送 
中波放送 

熊本県 
テレビジョン放送 

株式会社テレビ熊本 テレビジョン放送 熊本県 

株式会社熊本県民テレビ テレビジョン放送 熊本県 

熊本朝日放送株式会社 テレビジョン放送 熊本県 

株式会社エフエム熊本 超短波放送 熊本県 

株式会社大分放送 
中波放送 

大分県 
テレビジョン放送 

株式会社テレビ大分 テレビジョン放送 大分県 

大分朝日放送株式会社 テレビジョン放送 大分県 

株式会社エフエム大分 超短波放送 大分県 

株式会社宮崎放送 
中波放送 

宮崎県 
テレビジョン放送 

株式会社テレビ宮崎 テレビジョン放送 宮崎県 

株式会社エフエム宮崎 超短波放送 宮崎県 

株式会社南日本放送 
中波放送 

鹿児島県 
テレビジョン放送 

鹿児島テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 鹿児島県 

株式会社鹿児島放送 テレビジョン放送 鹿児島県 

株式会社鹿児島讀賣テレビ テレビジョン放送 鹿児島県 

株式会社エフエム鹿児島 超短波放送 鹿児島県 

 

○ 沖縄総合通信事務所管内（５者） 

事業者名 放送の区分 放送対象地域 

琉球放送株式会社 
中波放送 

沖縄県 
テレビジョン放送 

沖縄テレビ放送株式会社 テレビジョン放送 沖縄県 

琉球朝日放送株式会社 テレビジョン放送 沖縄県 

株式会社ラジオ沖縄 中波放送 沖縄県 

株式会社エフエム沖縄 超短波放送 沖縄県 

 


