
NEWS RELEASE                           2021 年 4月 26日 

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 

株式会社イード 

ケーブル・アワード 2021 

第１4回ベストプロモーション大賞 

本審査対象作品が決定!! 
 

一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟（東京都中央区、理事長：渡辺 克也）と株式会社イード（東

京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、ケーブルテレビ事業者による優れたプロモーションや地域

コミュニケーションの活動を共有し、顕彰することを目的に「ケーブル・アワード ベストプロモ

ーション大賞」を開催しています。 

 

今年の「ベストプロモーション大賞」は、チラシ部門・映像部門・グッドプラクティス部門 の 3 

部門で 、総数 167 作品のご応募をいただきました。新型コロナウィルス対応で苦慮されている各

社環境下にも関わらず、たくさんのエントリーを頂きました。 

この度、厳正なる審査の結果、 57作品が予備審査を通過し、本審査へ進むことが決まりましたの

で、別紙のとおりお知らせいたします。 

なお、予備審査通過作品は、5 月 14 日(金)の本審査での審査員による各賞選考を経て、 6 月 4 

日(金)のケーブルコンベンションの贈賞式会場にて発表の予定です。報道関係の皆さまには、別信

をご参照の上、本審査対象作品に関する広報対応など、ご協力を賜りますようご案内申し上げます。 

 

※上記 3部門とは別に、インターネットによって一般の方が選ぶ「RBB TODAY 賞」とケーブル局

社員が選ぶ「ケーブル・チョイス賞」の各賞投票が、スケジュールどおりに行われたこともお知らせ

します。 

 

報道関係の皆さまには、この機会に取材・広報等、幅広いご支援を賜りますようご案内申し上げます。 

 

 

 ＜本件に関するお問合せ先＞ 

◆一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟 

 担当：久保田・齊藤真司・齋藤文美恵（コンテンツ部）、永井（広報担当） 

TEL：03-3566-8200 / FAX：03-3566-8201 / E-mail： award@catv-jcta.jp 

◆株式会社イード  RBB TODAY 編集部 お問合せフォーム：

https://www.iid.co.jp/contact/media_contact.html?recipient=rbb 

mailto:award@catv-jcta.jp


 

 
 

【チラシ部門】 応募 48 作品 予備審査通過 ⇒ 19 作品                           

Entry 

No. 
事業者名 作品タイトル 

06 (株)大垣ケーブルテレビ 私の知らないキミに出会った。 

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） 

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！ 

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！ 

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 

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 

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 

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 

43 (株)キャッチネットワーク I×KATCH Style 



 

 
 

【映像部門】  応募 48 作品 予備審査通過 ⇒ 17 作品                              

Entry 

No. 
事業者名 作品タイトル 

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 

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 

15 (株)ＣＡＴＶ富士五湖 ウイルスぼくめつのうた 視聴者参加 Ver 

17 (株)中海テレビ放送 乗り越えよう みんなで  

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 

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 

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 

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？ 

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 

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！ 

49 (株)Ｇｏｏｌｉｇｈｔ 田中泯 が表現する信州須坂プロモーション 



 

【グッドプラクティス部門】 応募 71 作品 予備審査通過 ⇒ 21 作品 

Entry 

No. 
事業者名 作品タイトル 

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 

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 

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 

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 

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」 

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！？ 

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 

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!! 

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 

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 

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 

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 

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 

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 

以上 
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