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おいしい食のコミュニケーション。日本で唯一の食専門チャンネル！                                   
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                                      2013年 9月現在 

  

 
 

 

◆視聴可能総世帯数  ２，０８２， ３０２世帯（①+②+③） 
      

① スカパー！ …………………………………… ４１９，９６３世帯（プレミアム・光含む） 

② ＣＡＴＶフルタイム配信局 ………………… ９０２，６６９世帯（ＣＡＴＶ１５２局）  

③ 有線役務によるＩＰ放送 …………………  ７５９，６７０世帯 

 
※２０１３年９月末現在 

 

  
 
 

                  
視聴可能ＣＡＴＶ局…合計１５２局 

＜北海道・東北＞    富山県 魚津市 大阪府 ㈱ケイ・キャット 

北海道 旭川ケーブルテレビ㈱ 富山県 氷見市有線テレビジョン放送 大阪府 ㈱ケイ・オプティコム 

青森県 青森ケーブルテレビ㈱ 富山県 高岡ケーブルネットワーク㈱ 兵庫県 BAN-BANネットワークス㈱ 

青森県 ㈱八戸テレビ放送 石川県 ㈱テレビ小松 兵庫県 姫路ケーブルテレビ㈱ 

岩手県 北上ケーブルテレビ㈱ 石川県 加賀ケーブルテレビ㈱ 兵庫県 ㈱明石ケーブルテレビ 

宮城県 仙台ＣＡＴＶ㈱ 石川県 金沢ケーブルテレビネット㈱ 

  宮城県 宮城ケーブルテレビ㈱ 石川県 加賀テレビ㈱ ＜中国＞    

宮城県  気仙沼ケーブルネットワーク㈱ 石川県 あさがおテレビ 鳥取県 ㈱中海テレビ放送 

秋田県 ㈱秋田ケーブルテレビ 福井県 おおい町 鳥取県 日本海ケーブルネットワーク㈱ 

秋田県 由利本荘ＣＡＴＶセンター 福井県 丹南ケーブルテレビ㈱ 鳥取県 鳥取テレトピア 

福島県 西会津ケーブルテレビ放送センター 

  
島根県 石見ケーブルビジョン㈱ 

福島県 伊達市ケーブルテレビ ＜東海＞  
 

島根県 ひゃこるネットみすみ(三隅町) 

  
岐阜県 飛騨高山ケーブルネットワーク㈱ 島根県 出雲ケーブルビジョン㈱ 

<関東> 
 

岐阜県 ㈱大垣ケーブルテレビ 島根県 おおなんケーブルテレビ 

茨城県 ㈱JWAY 岐阜県 おりべネットワーク㈱ 島根県 鹿足郡事務組合（サンネットにちはら） 

栃木県 真岡ケーブルテレビ㈱ 岐阜県   シーシーエヌ㈱ 山口県 山口ケーブルビジョン㈱ 

栃木県 那珂川町 岐阜県 ㈱ケーブルテレビ可児 山口県 Ｋビジョン㈱ 

栃木県 テレビ小山放送㈱ 岐阜県 中部ケーブルネットワーク㈱愛岐局 広島県 ㈱ふれあいチャンネル 中央支局 

栃木県 わたらせテレビ㈱ 岐阜県 中部ケーブルネットワーク㈱美濃加茂局 広島県 ㈱ふれあいチャンネル 西部支局 

群馬県 光ケーブルネット㈱ 太田局 岐阜県 中部ケーブルネットワーク㈱養老局 広島県 ㈱ふれあいチャンネル 安佐北支局 

群馬県 光ケーブルネット㈱ 桐生局 岐阜県 中部ケーブルネットワーク㈱本巣局 広島県 ㈱ふれあいチャンネル 安芸支局 

埼玉県 入間ケーブルテレビ㈱ 静岡県 浜松ケーブルテレビ㈱ 広島県 尾道ケーブルテレビ㈱ 

埼玉県 東松山ケーブルテレビ㈱ 静岡県 ㈱御前崎ケーブルテレビ 広島県 北広島町 

埼玉県 秩父ケーブルテレビ㈱ 愛知県 知多メディアスネットワーク㈱ 広島県 ㈱三次ケーブルビジョン 

埼玉県 本庄ケーブルテレビ㈱ 愛知県 ㈱アイ・シー・シー 

  埼玉県 狭山ケーブルテレビ㈱ 愛知県 豊橋ケーブルネットワーク㈱ ＜四国＞  
 

埼玉県 ゆずの里ケーブルテレビ㈱ 愛知県 西尾張シーエーティーヴィ㈱ 香川県 香川テレビ放送網㈱ 

千葉県 銚子テレビ放送㈱ 愛知県 知多半島ケーブルネットワーク㈱ 香川県 さぬき市ケーブルネットワーク 

千葉県 ㈱広域高速ネット 296 愛知県 知多半島ケーブルネットワーク㈱武豊支局 愛媛県 今治ＣＡＴＶ㈱ 

東京都 北ケーブルネットワーク㈱ 愛知県 知多半島ケーブルネットワーク㈱南知多支局 愛媛県 宇和島ケーブルテレビ㈱ 

東京都 豊島ケーブルネットワーク㈱ 愛知県 知多半島ケーブルネットワーク㈱美浜支局 愛媛県 八西 CATV 

東京都 東京ケーブルネットワーク㈱ 愛知県 グリーンシティケーブルテレビ㈱ 愛媛県 ㈱愛媛シーエーティヴィ 

東京都 瑞穂ケーブルテレビ㈱ 愛知県 中部ケーブルネットワーク㈱東名局 愛媛県 ㈱四国中央テレビ 

東京都 東京ベイネットワーク㈱ 愛知県 中部ケーブルネットワーク㈱KCTV局 徳島県 日本中央テレビ㈱ 

山梨県 峡東ケーブルネット㈱ 愛知県 中部ケーブルネットワーク㈱豊川局 徳島県 ㈱東阿波ケーブルテレビ 

山梨県 ㈱上野原ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 愛知県 ひまわりネットワーク㈱ 
  

  
愛知県 三河湾ネットワーク㈱ ＜九州・沖縄＞   

＜信越・北陸＞ 愛知県 スターキャット・ケーブルネットワーク㈱ 福岡県 ケーブルステーション福岡 

新潟県 ㈱佐渡テレビジョン 愛知県 ㈱キャッチネットワーク 福岡県 ㈱CRCC メディア 

新潟県 エヌ・シー・ティー長岡局 愛知県 ミクスネットワーク㈱ 大分県 大分ケーブルテレコム㈱ 

新潟県 エヌ・シー・ティー三条局 愛知県 ㈱CAC 大分県 杵築市 

長野県 須高ケーブルテレビ㈱ 愛知県 稲沢シーエーティーヴィー㈱ 大分県 臼杵市ケーブルネットワーク 

長野県 あづみ野ケーブルテレビ㈱ 三重県 アドバンスコープ 長崎県 ㈱長崎ケーブルメディア 

長野県 ㈱インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ 三重県 中部ケーブルネットワーク㈱北勢局 長崎県 九州テレ・コミュニケーションズ㈱ 

富山県 ㈱ケーブルテレビ富山 三重県 伊賀上野ケーブルテレビ㈱ 長崎県 福江ケーブルテレビ㈱ 

富山県 ㈱新川インフォメーションセンター 三重県 松阪ケーブルテレビ・ステーション㈱ 長崎県 ケーブルビジョン島原 

富山県 となみ衛星通信テレビ㈱ 三重県 ㈱ＺＴＶ 熊本県 西九州電設㈱玉名営業所 

富山県 砺波広域事務組合 三重県 ㈱アイティービー 熊本県 小国町役場 

富山県 おやべケーブルテレビ 三重県 ㈱シー・ティー・ワイ 宮崎県 宮崎ケーブルテレビ㈱ 

富山県 能越ケーブルネット㈱ 三重県 ㈱ケーブルネット鈴鹿 宮崎県 ﾋﾞｲｰﾃｨｰｳﾞｨｰｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ㈱ 

富山県 射水市ケーブルテレビ 

  
鹿児島県 南九州ケーブルテレビネット㈱ 

富山県 射水ケーブルネットワーク ＜近畿＞ 
 

鹿児島県 鹿児島光テレビ 

富山県 新川広域圏事務組合 滋賀県 ㈱ZTV大津放送局 鹿児島県 霧島市溝辺町ケーブルテレビ 

富山県 滑川中新川地区広域情報事務組合 滋賀県   ㈱ZTV近江八幡支局 沖縄県 沖縄ケーブルネットワーク㈱ 

富山県 上婦負ケーブルテレビ㈱ 滋賀県 東近江ケーブルネットワーク㈱ 沖縄県 宮古テレビ㈱ 

  
滋賀県 ㈱あいコムこうか 

   

食と旅のフーディーズＴＶ視聴可能世帯数・2013年 9月 

ＣＡＴＶ局のネットワーク 


