
エリア放送一覧 この表は「一般財団法人電波技術協会」HPより作成しました。

(注：　TS名はエリア放送の放送局名に相当するものです。）

No. 免許人の名称（事業者名） TS名 (注参照） 送信ch セグメント 送信設備設置場所 業務区域 総合通信局

1 三沢市 三沢市エリア放送 33ch ワンセグ 青森県三沢市

2 葛巻町 葛巻エリア放送 32ch ワンセグ 岩手県岩手郡葛巻町

3 大槌町 小槌川監視エリア放送 49ch フルセグ 岩手県上閉伊郡大槌町

4 独立行政法人国立高等専門学校機構　 仙台高専広瀬エリア 28ch フルセグ 宮城県仙台市青葉区

5 （学）専修大学　石巻専修大学 石巻専修大エリア放送 31ch ワンセグ 宮城県石巻市

6 岳温泉観光協会 あだたらエリア放送 49ch フルセグ 福島県二本松市

7 南相馬市 南相馬市エリア放送 52ch フルセグ 福島県南相馬市鹿島区、原町区

8 国立大学法人　筑波技術大学 筑波技大エリア放送 45ch ワンセグ 茨城県つくば市 「筑波技術大学　産業技術学部構内」

9 公益財団法人　埼玉県公園緑地協会 埼スタエリア放送 37ch ワンセグ 埼玉県さいたま市緑区 「埼玉スタジアム2002周辺」

10 東京ワンセグ(株) 秋葉原中央通りエリア放送 14ch ワンセグ 東京都千代田区 「外神田四丁目　ツクモ電気eX．周辺」

11 東京ワンセグ(株) 秋葉原駅前エリア放送 14ch ワンセグ 東京都千代田区 「外神田四丁目　秋葉原UDX周辺」

12 国立大学法人　電気通信大学 電通大調布エリア放送 30ch ワンセグ 東京都調布市 「電気通信大学構内」

13 国立大学法人　電気通信大学 電通大三鷹エリア放送 30ch ワンセグ 東京都三鷹市 「三鷹駅周辺」

14 （株）東京ビッグサイト 国際展示場エリア放送 35ch フルセグ 東京都江東区

「有明三丁目　東京ビッグサイト構内」
・コンコースエリア放送
・ガレリアエリア放送
・イーストプロムナードエリア放送

15 江東区 こうとうくエリア放送 36ch ワンセグ 東京都江東区

「江東区役所周辺」
「大島四丁目　区民センター周辺」
「亀戸二丁目　カメリア周辺」
「門前仲町一丁目　プラザ門前仲町ビル周辺」
「豊洲三丁目　3丁目公園周辺」
「有明三丁目　石と光の広場周辺」

16 （株）フジテレビジョン フジお台場エリア放送 38ch フルセグ 東京都港区 「台場二丁目　フジテレビ本社周辺」

17 森ビル（株） 六本木ヒルズ　エリア 39ch フルセグ 東京都港区

「六本木六丁目　六本木ヒルズ周辺」
・ウエストウォークエリア放送
・メトロハットエリア放送
・けやき坂エリア放送

18 エリアポータル（株） 秋葉原エリア放送 40ch フルセグ 東京都千代田区 「外神田四丁目　ツクモビル周辺」

19 エリアポータル（株） 銀座エリア放送 40ch フルセグ 東京都中央区 「銀座五丁目　三愛ビル周辺」

20 エリアポータル（株） 人形町エリア放送 40ch ワンセグ 東京都中央区 「日本橋人形町二丁目　浜町アクセスビル周辺」

21 エリアポータル（株） なかのエリア放送 30ch ワンセグ 東京都中野区 「中野区役所周辺」

22 （株）ＴＢＳテレビ あかさかエリア放送 45ch フルセグ 東京都港区 「赤坂五丁目　赤坂サカス周辺」

23 ソニー（株）　㈱アニマックスブロードキャスト・ジャパン） ソニー秋葉原中央通りエリア放送 46ch ワンセグ 東京都千代田区 「外神田四丁目　アニメイト周辺」

24 ソニー（株）　ソニー企業㈱ ソニー銀座エリア放送 46ch ワンセグ 東京都中央区 「銀座五丁目　ソニービル周辺」
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25 ソニー（株）　㈱アニマックスブロードキャスト・ジャパン） ソニー秋葉原エリア放送 48ch ワンセグ 東京都千代田区 「神田花岡町　ガンダムカフェ周辺」

26 （学）専修大学 専修大学エリア放送 30ch ワンセグ 神奈川県川崎市多摩区
「専修大学　生田キャンパス構内」
「川崎市多摩区役所周辺」

27 （株）協和エクシオ 協和エクシオ韮崎エリア放送 47ch ワンセグ 山梨県韮崎市 「中田町　新府メガソーラー構内」

28 国立大学法人　長岡技術科学大学 長岡技大エリア放送 45ch ワンセグ 新潟県長岡市

29 学校法人　東京理科大学 諏訪東京理科大学エリア放送 29ch ワンセグ 長野県茅野市

30 国立大学法人　信州大学 信州大学エリア放送1～3 42ch ワンセグ 長野県松本市

31 塩尻市エリア放送 塩尻市エリア放送大門 47ch ワンセグ 長野県塩尻市

32 塩尻市エリア放送 塩尻市エリア放送広丘 47ch ワンセグ 長野県塩尻市

33 塩尻市エリア放送 塩尻市エリア放送奈良井 47ch ワンセグ 長野県塩尻市

34 関西テレビ放送（株） KTV扇町エリア放送 29ch フルセグ 大阪市北区 近畿

35 国立大学法人　香川大学 香川大学エリア放送 50ch フルセグ 香川県高松市

36 （株）愛媛CATV 愛媛CATVエリア１ 31ch ワンセグ 愛媛県松山市

37 ハートネットワーク（株） エリア新居浜テレコム 34ch フルセグ 愛媛県新居浜市

38 ハートネットワーク（株） エリアイオン新居浜 34ch Null付ワンセグ 愛媛県新居浜市

39 ハートネットワーク（株） エリアフレスポ西条 34ch フルセグ 愛媛県西条市

40 ハートネットワーク（株） エリア新居浜市役所 34ch Null付ワンセグ 愛媛県新居浜市

41 (株)愛媛CATV 愛媛CATVエリア２ 35ch ワンセグ 愛媛県松山市

42 （学）中村産業学園　九州産業大学 KSUエリア放送 45ch ワンセグ 福岡市東区

43 （株）九州テン QT福岡エリア放送 51ch ワンセグ 福岡県福岡市博多区

44 （株）九州テン QT佐世保エリア放送 51ch ワンセグ 長崎県佐世保市

＊占有周波数帯 総合通信局URL（エリア放送詳細）
　フルセグ：　5.7MHz 総務省東北総合通信局　 http://www.soumu.go.jp/soutsu/tohoku/areabc/syousai.html#s3
　Null付ワンセグ： 5.7MHz（中央セグメント以外Ｎｕｌｌ） 総務省関東総合通信局　 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/bc/eria/shousai.html#s20
　ワンセグ： 468kHz（中央セグメント) 総務省信越総合通信局　 http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/denpa/eria_houso/eria_houso1-1.html#s2

総務省近畿総合通信局　 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/housou/area/index.html
総務省四国総合通信局　 http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/kobetsukoumoku/eriahoso_heart.html

一般財団法人電波技術協会 総務省九州総合通信局　 http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/bc/ws-area-bc.html
http://reea.or.jp/area/index/
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