
 

 
 

応募作品一覧 

【チラシ部門】 応募 48 作品                           No.1 

Entry 

No. 
事業者名 作品タイトル 

01 (株)ケーブルテレビ可児 本気の夏 つながる想い 2020 

02 (株)メック ケービレッジ番組表 2021 年１月号 

03 佐野ケーブルテレビ(株) テレビの楽しみ方がもっと広がる 

04 (株)日本ネットワークサービス 夏の高校野球山梨県大会 全試合放送！ 

05 (株)日本ネットワークサービス オンラインの日常に CCNet 光。 

06 (株)大垣ケーブルテレビ 私の知らないキミに出会った。 

07 (株)ＺＴＶ 新生活からはじめよう！テレビのたのしみ方 

08 (株)帯広シティーケーブル 巣ごもりに負けるな！『うち活応援団』 

09 (株)ベイ・コミュニケーションズ チラシ&マスクケース封入ポスティング 

10 (株)ベイ・コミュニケーションズ 西宮市にお住まいの方へ（タウンプラス） 

11 イッツ・コミュニケーションズ(株) 光で、新しい生活習慣。 

12 (株)中海テレビ放送 ひかり 21M コース 2 月 1 日登場 

13 (株)中海テレビ放送 中海テレビ放送は SDGs を推進します 

14 イッツ・コミュニケーションズ(株) iTSCOM テレビガイド 

15 (株)ジェイコム札幌 お家を楽しく！繋がる（LINK）チラシ 

16 ひまわりネットワーク(株) ひまわり×地元雑誌で地域の魅力を発信！ 



応募作品一覧         

【チラシ部門】                                 NO.2                                 

Entry 

No. 
事業者名 作品タイトル 

17 (株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ やっぱりテレビっておもしろい！ 

18 スターキャット・ケーブルネットワーク(株) 在宅応援キャンペーン 

19 (株)エヌ・シィ・ティ NCT で冬の安心と快適を！ 

20 (株)エヌ・シィ・ティ NCT のおかげだな。 

21 日本海ケーブルネットワーク(株) トレーディングカード風名刺 

22 日本海ケーブルネットワーク(株) ケーブルＶＳアンテナ比較 萌えキャラ篇 

23 (株)ジェイコム湘南・神奈川 別冊 J:COM LINK 活用ガイド 

24 (株)ちゅピＣＯＭ えっ！テレワーク 

25 (株)ちゅピＣＯＭ ネット動画はスマホじゃ見づらい！ 

26 (株)ジェイコムウエスト 大阪市廃止・特別区設置住民投票 開票速報 

27 (株)ジェイコムウエスト 門真市長選挙 開票情報 

28 シーシーエヌ(株) 私たちＣＣＮが、ＣＣＮであり続けるために 

29 シーシーエヌ(株) 地元の光インターネットで ココロかさなる 

30 グリーンシティケーブルテレビ(株) コロナ禍での地域密着イベント案内 

31 (株)広域高速ネット二九六 ケーブルネット２９６の災害報道 

33 (株)ケーブルメディア四国 いつでもあなたのゴールデンタイム 

34 中部ケーブルネットワーク(株) 各務原市「安全・安心 123 チャンネル」 

※No.32 は欠番 

 



応募作品一覧         

【チラシ部門】                                 NO.3 

Entry 

No. 
事業者名 作品タイトル 

35 (株)ケーブルメディア四国 おうち時間×CMS 

36 中部ケーブルネットワーク(株) 「携帯 3 大キャリア連携」 

37 松阪ケーブルテレビ・ステーション(株) インターネットが変わります 

38 (株)キャッチネットワーク 今だからこそ伝えたい、きもち 

39 (株)ケーブルテレビ富山 ケーブルスマホはやさしいスマホです 

40 (株)ケーブルテレビ富山 特別な夏、始まる。 

41 ケーブルテレビ(株) 新しい日常ーまずはネット環境の見直しを！ 

42 ケーブルテレビ(株) CATV なら おうちで〇〇できちゃう！ 

43 (株)キャッチネットワーク I×KATCH Style 

44 (株)ケーブルメディアワイワイ 県北情報ここほれワイワイ 

45 おりべネットワーク(株) 在宅時間を快適に 

46 イッツ・コミュニケーションズ(株) イッツコムスマホなら月額 900 円～！ 

47 (株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ まとめて安心！Goolight でんき 

48 (株)ジェイコム湘南・神奈川 さらばネットの不満。救世主、現る。 

49 (株)ジェイコム千葉 (木更津局) 木更津局エリア オリジナルポスター 

 

 

 



 

 
 

応募作品一覧 

【映像部門】  応募 48 作品                             No.1 

Entry 

No. 
事業者名 作品タイトル 

01 石見銀山テレビ放送(株) ぎんテレモバイル ビデオ通話編 

03 (株)シティーケーブル周南 ＣＣＳエアーコネクトＣＭ 

04 石見ケーブルビジョン(株) 探偵社寸劇場 

05 (株)ニューメディア ネットもまとめて NCV 

06 (株)ニューメディア NCV かいてき光刑事編 

07 ゆずの里ケーブルテレビ(株) テレビで楽しむ越生まつり 

08 ひまわりネットワーク(株) あって良かった！ひまわりアプリ 

09 ひまわりネットワーク(株) ＳＤＧｓ「人や国の不平等をなくそう」 

10 (株)メック #うちですごそうテレビ時間 

11 (株)日本ネットワークサービス CCNet「のりかえ編」 

12 (株)日本ネットワークサービス NNS 開局 50 周年 

13 イッツ・コミュニケーションズ(株) 秋本奈緒美が行く 日本名水巡りの旅 

14 宮崎ケーブルテレビ(株) ＭＣＮが、バニーの地元高岡町に拡大！ 

15 (株)ＣＡＴＶ富士五湖 ウイルスぼくめつのうた 視聴者参加 Ver 

16 (株)ＣＡＴＶ富士五湖 富士北麓紀行 ステイホーム・甲州弁 Ver 

※No.2 は欠番 



応募作品一覧         

【映像部門】                                  NO.2 

Entry 

No. 
事業者名 作品タイトル 

17 (株)中海テレビ放送 乗り越えよう みんなで  

18 (株)ケーブルメディアワイワイ 都農町川南町にワイワイ上陸 困った時は篇 

19 (株)中海テレビ放送 乗り越えよう みんなで メイキング 

20 三原テレビ放送(株) 未来を選ぼう 

21 (株)エヌ・シィ・ティ NCT 光「うさぎとかめ」編 

22 (株)エヌ・シィ・ティ NCT 光「浦島太郎 行き＆戻り」編 

23 (株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ やっぱりテレビっておもしろい！ 

24 Ｋビジョン(株) 日本からベトナムの皆さんへ 

25 高知ケーブルテレビ(株) 告知不足で申し訳ございません 

26 (株)コミュニティネットワークセンター ケーブルテレビは新築ライフを応援します 

27 (株)コミュニティネットワークセンター 想像以上。ケーブルテレビ 

28 (株)ちゅピＣＯＭ ちゅピＣＯＭ スーパーＴＶ超進化編①② 

29 シーシーエヌ(株) THE OFFICE TAKE 

30 (株)大垣ケーブルテレビ 西濃から世界へ！アスリート応援団ＰＶ 

31 佐野ケーブルテレビ(株) どうしてよろこんでいるの？ 

32 (株)池田ケーブルネットワーク 三好市にはピカラがあるではないか 

33 シーシーエヌ(株) あなたが感謝を伝えたいのは誰ですか？ 

34 入間ケーブルテレビ(株)（瑞穂ケーブルテレビ(株)） 高橋は、あなたのおたすけ隊です。 

                                       



応募作品一覧         

【映像部門】                                  NO.3 

Entry 

No. 
事業者名 作品タイトル 

35 (株)キャッチネットワーク 今こそ、この街を元気に！シーホース三河 

36 入間ケーブルテレビ(株)（瑞穂ケーブルテレビ(株)） ひかりインターネットの魔法 

37 京丹波町ケーブルテレビ 京丹波 みんなで火の用心 

38 京丹波町ケーブルテレビ 防犯劇場 

39 (株)秋田ケーブルテレビ CNA ローカル 5G CM 

40 (株)ケーブルメディア四国 いつでもあなたのゴールデンタイム 

41 (株)ジュピターテレコム 「J:COM ルンルンルン♪」 

42 ＢＴＶ(株) ＢＴＶスマホかけ放題 

43 (株)ベイ・コミュニケーションズ お友達紹介キャンペーンプロモーション動画 

44 (株)ベイ・コミュニケーションズ 住まいのレスキュープロモーション動画 

45 ケーブルテレビ(株) 自主制作「空から地元を見てみよう」番宣 

46 となみ衛星通信テレビ(株) オンライン旅行 ナントリップ！ 

47 ケーブルテレビ(株) ケーブルプラス STB の契約促進 CM 

48 となみ衛星通信テレビ(株) マジシャンコンプレッサーが突撃リポート！ 

49 (株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ 田中泯 が表現する信州須坂プロモーション 

 

 

 

 

 

 



 

応募作品一覧 

【グッドプラクティス部門】 応募 71 品                     No.1 

Entry 

No. 
事業者名 作品タイトル 

01 (株)アイ・シー・シー 〝新しいカタチ″の成人式 

02 (株)大垣ケーブルテレビ ＯＣＴ杯岐阜県高校フェンシング大会 

03 (株)ニューメディア 笑顔の伝言板 

04 ゆずの里ケーブルテレビ(株) テイクアウトで放送エリア内の飲食店を応援 

05 ゆずの里ケーブルテレビ(株) 販売先を失った農家を救え！スマイル朝市 

06 イッツ・コミュニケーションズ(株) 都市伝説ツアーズ in めぐろ 

07 日本海ケーブルネットワーク(株) 漫画「四十七大戦」コラボイベントカー 

08 ケーブルテレビ(株) 私の地域～OMNIBUS JAPAN～ 

09 知多メディアスネットワーク(株) 地元が舞台のアニメ映画による地域振興 

10 入間ケーブルテレビ(株) 学校給食・ネットで料理講習会 

11 入間ケーブルテレビ(株) 食べて応援！スマイルご当地便 

12 射水ケーブルネットワーク(株) 『射水モデル』による地域 DX の推進 

13 高岡ケーブルネットワーク(株) 万葉集全２０巻朗唱の会３８時間動画リレー 

14 (株)ベイ・コミュニケーションズ キャンペーンのマンガ訴求 

15 ひまわりネットワーク(株) コロナに負けるな！飲食店応援プロジェクト 

16 知多メディアスネットワーク(株) お客様と日常的に繋がるメディアスアプリ 



応募作品一覧         

【グッドプラクティス部門】                           NO.2 

Entry 

No. 
事業者名 作品タイトル 

17 (株)ジェイコム東京 オンライン部活発祥！吹奏楽コン楽曲配信 

18 (株)ジェイコム東京 コロナ禍 飲食店・一次産業を応援マルシェ 

19 ＢＴＶ(株) 地元企業と連携したセールスプロモーション 

20 (株)エヌ・シィ・ティ 「実録 八十里越」踏破 10 時間＆総集編 

21 (株)ジェイコム札幌 札幌市中体連代替大会の開催 

22 (株)ジェイコム札幌 札幌方面豊平警察署特殊詐欺被害防止の協力 

23 イッツ・コミュニケーションズ(株) 目黒区と世田谷区のアーティスト支援事業 

24 (株)インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ やっぱりテレビっておもしろい！ 

25 四万十ケーブルテレビ 2020 こうち総文 完全ライブ配信の協力 

26 (株)ニューメディア オリジナル通販番組「はこだて元気直送便」 

27 Ｋビジョン(株) ドラマ「たべものがたり 元木食堂」 

28 (株)キャッチネットワーク 「どでか遺産」で地域伝承＆プロモーション 

29 (株)キャッチネットワーク 新成人が 48 時間チャンネルジャック！？ 

30 (株)ケーブルテレビ品川 ステイホーム企画！しながわ水族館にライブ 

31 (株)ジェイコムウエスト 大阪府コロナ警戒信号の放送 

32 知多メディアスネットワーク(株) 非対面営業・サポート Project 

33 (株)帯広シティーケーブル 地域イベント「ほんべつ豆まかナイト」 

34 (株)ジェイコム九州（北九州局） コロナ禍の街に元気と笑顔を！ 



応募作品一覧         

【グッドプラクティス部門】                           NO.3 

Entry 

No. 
事業者名 作品タイトル 

35 (株)ＪＷＡＹ 都市対抗予選をパブリックビューイング 

36 (株)ジェイコム湘南・神奈川 『ざっくぅポッキー』差し入れ企画 

37 (株)上田ケーブルビジョン オンラインで初開催 全国山城サミット 

38 (株)ジェイコム千葉（東関東局） 音楽イベント『音街かしわ』のライブ配信 

39 シーシーエヌ(株) オンラインイベント「ギフのＷＡ！」 

40 (株)キャッチネットワーク 留学生らと 9 カ国語で地域の魅力を世界へ発信 

41 (株)ジェイコム湘南・神奈川 コロナ禍の高校野球 CATV 放送について 

42 (株)嶺南ケーブルネットワーク コロナに負けるな！つるがっこ徹底応援！ 

43 (株)キャッチネットワーク KATCH オンライン会社見学 

44 (株)ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク トコチャンワイド特別編 

45 (株)ジェイコム東京（東エリア局） ありがとう！としまえん最後の瞬間を生中継 

46 (株)秋田ケーブルテレビ コロナを契機に!ミュージカルを全国へ!! 

47 京丹波町ケーブルテレビ 自主放送を活用 コロナ禍でもつながる取組 

48 知多半島ケーブルネットワーク(株) 常滑焼まつりＤＸ大作戦 

49 (株)ジェイコム湘南・神奈川（小田原局） コロナ禍でも子どもたちに学びの場を！ 

50 (株)ジュピターテレコム J:COM ルンルンルン♪でワクワク感を 

51 (株)ジェイコムウエスト 番組『かもん！おおさかもん！！』 

52 となみ衛星通信テレビ(株) となみ野テイクアウトプロジェクト 

 



応募作品一覧         

【グッドプラクティス部門】                           NO.4 

Entry 

No. 
事業者名 作品タイトル 

53 (株)ニューメディア 函館合同花火 2020 生中継・生配信 

54 となみ衛星通信テレビ(株) 「地域のスマートシティ化推進」の第一歩 

55 (株)ニューメディア ドライブインシアターで特別な週末 

56 伊万里ケーブルテレビジョン(株) コロナ禍報道 県本部会議から地域支援まで 

57 となみ衛星通信テレビ(株) 動画配信支援！コロナ禍における地域貢献 

58 ケーブルテレビ(株) 地元 3 部作 CM 企画 

59 (株)ジェイコム東京（武蔵野・三鷹局） 特別番組『Ｍ－ＭＥＴ～テレビで学ぼう』 

60 (株)ジェイコム東京 限界突破！パラスポーツの魅力を Web 発信 

61 ケーブルテレビ(株) 地域 IX(TOCHIGIX)の取り組み 

62 (株)キャッチネットワーク 毎日発信 新型コロナ感染症の地域報道 

63 (株)ジュピターテレコム 新型コロナ関連情報 WEB 立ち上げと運用 

64 (株)ジュピターテレコム 妄想ふたり旅～京都編～番組プロモーション 

65 高岡ケーブルネットワーク(株) 年末年始における混雑状況ネット配信 

66 (株)ジェイコム千葉（木更津局） ICT に関する地域貢献活動 

67 (株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ アニメで新基軸 台湾向け情報発信 

68 上越ケーブルビジョン(株) 雪國商店活用によるメディアソリューション 

69 スターキャット・ケーブルネットワーク(株) STAR SQUARE 

70 スターキャット・ケーブルネットワーク(株) NAGOYA NewC 映像 AWARD 

71 (株)ジェイコム札幌 コンサドーレ CF 応援 TV 

 

以上 


