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２０１７年４月吉日 

ＯＡＢ大分朝日放送が愛媛ＣＡＴＶと４Ｋ連携事業を開始	

５月１日からＯＡＢ制作の４Ｋコンテンツ番組を愛媛ＣＡＴＶで放送スタート	

 
 
大分朝日放送株式会社（略称：ＯＡＢ、所在地：大分県大分市、代表取締役社長：上野輝幸）と株式会社

愛媛ＣＡＴＶ（所在地：愛媛県松山市、代表取締役社長：宮内隆）は、４Ｋ ＵＨＤＴＶ（Ultra High Definition 
Television 超高精細度テレビ）において連携して事業を進めることに合意しました。 
 
２０１５年、ＯＡＢは民間地上放送事業者で初の４Ｋ制作システムを導入し番組制作を開始、愛媛ＣＡＴ

Ｖは、国内ケーブル事業者で初となる地域専門の４Ｋチャンネルを開設し地元の花火大会を４Ｋ生中継す

るなど２社は独自に４Ｋ推進に向け挑戦を続けてきました。今回両者の得意分野である４Ｋで連携するこ

とによって、放送の技術革新に対応しながら事業機会の拡大に繋げ、地域情報の発信や地域活性化の発展

に貢献していきたいと考えています。これは、２０１８年度から本格化するＢＳ・１１０度ＣＳによる４

Ｋ実用放送に向け、コンテンツ不足の解消に寄与しつつ、総務省が進める地上波４Ｋ放送の実現に向けた

研究開発、地域の番組コンテンツの二次利用の促進に取り組んでいくことも目的としています。また２社

は、総務省放送コンテンツ海外展開事業においても２回採択されており、今後４Ｋを契機に幅広い連携事

業の展開が期待できます。 
 
■連携内容 
放送日時：５月１日（月）午前１１時１０分～１１時４５分（毎月１日放送） 
	 	 	 	 	 ※同日午前１０時５０分から愛媛 CATV本社ロビーにて放送開始の記念式典を開きます 
放送局	 ：「たうんチャンネル４Ｋ」（愛媛 CATV 国内ケーブルで唯一の地域専門４Ｋチャンネル） 
番組名	 ：「ONSEN Paradise Oh!TA」	 	  （ＯＡＢ	２０１５年制作			４Ｋ制作）	

「九州をゆく Discover KYUSHU」（ＯＡＢ 毎週土曜日放送中 ４Ｋ制作） 
	  
■情報解禁日：４月２４日（月） 
 
■	問い合わせ：大分朝日放送株式会社	 経営企画室	 草場淳	 ℡097-538-6127、097-538-8501 

株式会社愛媛 CATV	 常務取締役	 白石成人	 ℡089-943-5040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大分朝日放送本社（大分市）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 愛媛 CATV本社（松山市） 



 

■番組名     「ＯＮＳＥＮ Ｐａｒａｄｉｓｅ Ｏｈ！ＴＡ」 

（おんせんぱらだいすおおいた） 

 

■番組概要     大分県は、温泉の湧出量、源泉数ともに日本一を誇り、「おんせん県おおいた」

として全国に知られています。温泉と言っても地域によってその泉質や楽し

み方は様々。まさに大分県は温泉パラダイスなのです。 

番組では、温泉をこよなく愛する二人の旅人が、県内の温泉地を訪ね、グル

メ、風景、文化を巡ります。 

「大分を遊ぶバラエティ温泉旅」。温泉上級者、リピーターも満足させる一

歩先行く旅をご提案します。 

 

この番組は、総務省平成26年度補正予算『地域の創意工夫による地域経済

活性化に資する放送コンテンツ海外展開モデル事業』で採択され、台湾で放

送したものです。 

 

■番組尺・本数   30分×5本 ４Ｋ制作 

 

■各回内容     第1回：別府／別府はまさに温泉パラダイス  

温泉が育んだ伝統工芸とは！？ 

          第2回：湯布院／原風景残る、憧れの温泉地 

第3回：竹田／紅葉の城跡、名水の里山 

    第4回：日田／小京都の街並みと雛人形 女性に人気野菜ずし 

第5回：総集編／各地の魅力をもう一度  

 

■出演者      上野敏子（フリーアナウンサー） 

朝来ゆい（タレント） 

          ＡＰＵ立命館アジア太平洋大学留学生たち 

 

 

 

※5月は、第1回別府編をお送りします。 

 



 

 

 

 

 

 

■番組名     「九州をゆく ～Discover KYUSHU～」 

（きゅうしゅをゆく でぃすかばー きゅうしゅう） 

 

■番組概要     大分の風土が生み育んだ、文化、自然、歴史。 

          それらは人から人へと伝えられた「おおいた遺産」ともいうべき 

          後世に伝え残したいもの・・・ 

 

          日々の暮らしの中で各地に伝わり、今なお確かな“かたち”を残す 

          風景、建築、祭り、温泉食文化などを４Ｋの高細密映像で 

捉え伝えていきます。 

 

■番組尺      15分 ４Ｋ制作 

 

■各回内容     第1回：中津市／薦神社  

          第2回：中津市／青の洞門・競秀峰 

第3回：九重町／ミヤマキリシマ 

第4回：日田市／咸宜園・三隈川花火大会 

第5回：別府市／神楽女湖菖蒲園  

 

                   以降、現在約40作品ございます。 

 

 

 

 

※5月は、第３回「ミヤマキリシマ編」をお送りします。 

 



ＢＳ朝日（共同制作）
「新にほん風景遺産」

総務省
「海外展開事業」

４Ｋレギュラー番組
「九州をゆく」

２０１６年６月開始
週１回放送

自社制作
「司馬遼太郎の世界」
シリーズ

２０１５年度海外展開緒事業
タイ・台湾にて放送

２０１６年度海外展開緒事業
タイ・台湾・香港にて放送

４Ｋ番組制作への取り組み

４Ｋ新時代は 「大分」から情報発信！！
今こそ地方局の底力を見せる時

ＯＡＢでは2015年６月、全国の民間放送で初めて「４Ｋ」制作システムを導入。撮影から編集、ＭＡ、
プレビューまで、一貫した４Ｋでの制作が可能となりました。２０１６年夏にはＨＤＲ方式2システムに
バージョンアップ。最先端技術を駆使して番組制作を進めており、地上波での放送（２Ｋ）はもちろん
のこと、海外展開事業をはじめ、ＢＳ・ＣＳ・ケーブルテレビ局、インターネットでの展開も視野に、制作
ノウハウを蓄積しています。
これまでに制作・放送した番組は下記の通り。４Ｋソフトを７０本以上保有する圧倒的な４Ｋ先発局
として、これからも積極的に４Ｋ番組の制作に取り組み、大分から全国に情報を発信し続けます。

番組名 概要

「司馬遼太郎の世界」シリーズ 司馬遼太郎さんの「街道をゆく」をもとに“片岡鶴太郎さんが独自の切り口
で人や自然、文化、歴史を紹介。
2015・2016・2017年制作 全3作品 55分番組

九州をゆく 九州の後世に映像として残しておきたい自然、名勝、旧跡、伝統芸能など
を紹介。４Ｋドローンカメラなども駆使し、４Ｋならではの映像美で描く。
毎週土曜日6：30～放送中 15分番組 全45作品（2017年4月24日現在）

新にほん風景遺産 ＢＳ朝日との共同制作番組 2015・2016年 各１作品制作 55分番組

ＯＮＳＥＮ Ｐａｒａｄｉｓｅ Ｏｈ！ＴＡ 温泉をテーマに立命館アジア太平洋大学のタイ、台湾出身の留学生も参
加して大分県の魅力を２カ国に発信。
30分番組 全10作品 2015年制作

ＧＥＮＫＩｆｕｌ！ ＫＹＵＳＨＵ タイ・台湾・香港それぞれの地域で活躍するタレントが元気溢れる東九州
の魅力を紹介。 30分番組 全12作品 2016年制作



会社概要

社名

設立

開局日

コールサイン

略称

代表者

資本金

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

社員数

業務内容

基幹局

サービスエリア

関連会社

大分朝日放送株式会社

1992（平成4）年5月25日

1993（平成5）年10月1日

ＪＯＢＸ－ＤＴＶ

ＯＡＢ （Ｏｉｔａ Ａｓａｈｉ Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）

代表取締役社長 上野 輝幸

30億円

4,547百万円 前年同期比 106％（2017年3月期 見込）

424百万円 前年同期比 101％（2017年3月期 見込）

435百万円 前年同期比 96％（2017年3月期 見込）

284百万円 前年同期比 102％（2017年3月期 見込）

69名（平成29年4月1日現在）

放送法による一般放送事業、その他放送に関連する事業

ＯＡＢデジタルテレビジョン

設置場所 大分県別府市大字野田（通称 十文字原）

送信チャンネル 32チャンネル リモコン番号「5」

（587.142857 ＭＨｚ）

送信出力 1ｋｗ

大分県全域（中継局 39局）

ＯＡＢサンク



　株式会社愛媛CATVは、松山市と近隣市町ならびに愛南町をサービスエリアとして、 総延長約6,070kmに及ぶ伝送路を敷設し、自主制作の
地域情報番組や多チャンネル放送、 高速インターネット、固定電話サービスなどを、合わせて約13万6,000世帯の皆様に提供しています。 
　ICT（情報通信技術）を駆使して地域の発展に寄与し、住民に愛され、親しまれるケーブルテレビ局を目指して参ります。

社　　　名 株式会社愛媛CATV

所　在　地

＜本　 社＞ 
　　〒790-8509　愛媛県松山市大手町1-11-4 (アクセスマップ) 
　　Tel ： 089-943-5001(代表)
＜愛南局＞ 
　　〒798-4131　愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲228-1(アクセスマップ) 
　　Tel ： 0895-72-0033

設　　　立 1989（平成元）年8月22日
開　　　局 1991（平成３）年10月1日
資　本　金 8億500万円
代　表　者 代表取締役社長　宮内　隆
関連会社 株式会社 四国中央テレビ、　株式会社 愛媛ＣＡＴＶサービス

事業内容 ケーブルテレビ放送事業ならびに電気通信事業

業　　　績 （2016年3月期）　営業収益　63億3094万円　経常利益　1億3813万円 

建設業許可 電気工事業および電気通信工事業　　　愛媛県知事許可　（般-21）第16513号 

認　証　等
JIS Q 27001：2006(ISO/IEC 27001:2005)　認証登録番号：ICMS-SR0142登録範囲：データセンター事業

インターネット接続サービス安全・安心マーク　認証番号：T0057

http://www.e-catv.ne.jp

http://www.e-catv.ne.jp/openstudio/access/
https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%84%9B%E5%AA%9B%EF%BC%A3%EF%BC%A1%EF%BC%B4%EF%BC%B6+%E6%84%9B%E5%8D%97%E5%B1%80/@32.959189,132.5697843,17z/data=!4m5!3m4!1s0x354f5675143125a7:0x9c340d550dc4c023!8m2!3d32.959189!4d132.571973
http://www.e-catv.ne.jp


たうんch 4K
放送開始　2015年7月（旧ウイットCH 4K+）

4K対応STB
パナソニック TZ-HXT700PW
HDD 2TB
トリプルチューナー内蔵ご視聴するには ※4Kテレビ・4K対応テレビのみでは視聴できません。※ご利用料金等、くわしくはお問い合わせください。

4K専用STB
（チューナー）が
必要になります。※

地域コンテンツ専門の「たうんチャンネル4K」と
全国統一編成の4Kチャンネル「ケーブル4K」を

今回は野菜、魚の地産地消に挑戦！
野菜の地産地消では、野菜農家を訪問し旬のイタリア野菜の
収穫を体験。
その後、取れたての野菜を使用した料理を堪能いたします。
魚の地産地消では、松山沖で釣りあげたタイの郷土料理を
堪能、釣り上級者でも釣れない日もある「マダイ」と釣り
初心者内田の格闘？が見どころ！

今月のイチオシ！

リアルな地域情報は愛媛CATVで！

絶賛放送中！！

美しい色彩
高精細

たうんチャンネル4K

松山秋祭りも！三津浜花火も！とべ動物園も！ 南海放送専門
チャンネル！

各地スポット ウィットチャンネル 地域イベントLIVE リピート（祭り・文化）

みんな
！

タイ釣っ
たけん！

たうんチャンネル４K（チャンネル番号：400）

「松山でマダイ釣り」
～マチスキを訪問～

愛媛CATVと釣り専門チャン
ネル「釣りビジョン」

初の　  コラボ番組！

あなたが撮影した
4Kビデオを募集中！ ビデオ投稿担当係

愛媛CATVでは、みなさまのビデオ作品を「ビデオ投稿」として放送いたします。

☎089-904-2220 housou@e-catv.ne.jp
お問い合わせ

みんなで作る
愛媛の4K
チャンネル！

8月７日日
生中継!!

7/15
18：30～19：30
後日再放送あり

放送日

（金）

地域オリジナルコンテンツを 4K画質 で！！
愛媛CATV放送部　内田 真世

※050から始まるIP電話番号や国際電話番号からはおつなぎできません。その場合、「089-904-2220」にお電話をお願いいたします。

■愛媛CATV様　7月12日付

マルチソースによる4K放送

・全国CATV局で唯一。（オリジナル地域4Kchとして） 
・各種生放送実績あり。 
・視聴には専用STBが必要。 
・CATVオープンスタジオ、電気店でのパブリックビューイング 
・一般世帯での視聴数は僅少。 

愛媛CATVでの4Kチャンネルラインナップ 
・たうんチャンネル4K 
・ケーブル4K 
・BS17ch（試験放送） 


