
NEWS RELEASE                           2022年 5月 30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 2022 

第１5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 131 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、 54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、6 月 24 日(金)の本審査での審査員による各賞選考を経て、 7月 28 

日(木)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・市川啓（コンテンツ部） 

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


 

予備審査通過作品 

 

【チラシ部門】 37 作品 →予備審査通過 16 作品           1、15 番は欠番となります 

Entry 
事業者名 作品タイトル 

No. 

6 （株）ちゅピＣＯＭ ちゅピＣＯＭ Ａｉｒ－ＬＡＮはデータ容量無制限！ 

11 入間ケーブルテレビ（株） イオン店内の取材写真展で番組宣伝＆自社プロモーション 

12 ケーブルテレビ（株） 『お客様の声』チラシ 

18 入間ケーブルテレビ（株） スマホデビューできた理由は CATV で教えてもらっているから！ 

20 シーシーエヌ（株） 元日新聞見開き PR 「世界中の岐阜県人」年賀状企画 

22 （株）広域高速ネット二九六 スマホ教室テキスト 

24 スターキャット・ケーブルネットワーク（株） 集合住宅オーナー向け 全戸一括型スターキャット光 

25 スターキャット・ケーブルネットワーク（株） マシマシてんこ盛り祭 

28 （株）秋田ケーブルテレビ ケータイ料金、安くし隊！ 

29 （株）秋田ケーブルテレビ おいしいサービス全部詰めました。 

30 （株）Goolight だから「Goolight でんき」は地域で選ばれています 

32 （株）キャッチネットワーク この街が「キャッチ」でつながる！地域情報マガジン「KATCH UP」 

35 （株）ケーブルメディアワイワイ ケーブルメディアワイワイ開局 30 周年記念 CM［ ワイワイ傘篇 ］ 

37 シーシーエヌ（株） CCN STORY BOOK 

38 （株）ベイ・コミュニケーションズ アンテナ受信画面のチラツキありませんか？ 

39 （株）ベイ・コミュニケーションズ コンセントにさすだけ！ベイコム LTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【映像部門】 44作品 →予備審査通過 20 作品 

Entry 
事業者名 作品タイトル 

No. 

03 （株）ケーブルテレビ可児 地元企業・市民出演の SNS 動画 CM を地域情報番組で放送 

06 杵築市 「おかえりの唄」杵築プロモーション 

11 射水ケーブルネットワーク（株） （仮称）射水市フットボールセンターPR 動画 

12 （株）中海テレビ放送 Chukai 電力『だから私は、Chukai 電力を選びます！』 

13 （株）中海テレビ放送 『乗り越えよう みんなで！』【PART3】 

14 中部ケーブルネットワーク（株） CCNet 開局 30 周年記念ミュージックビデオ「ずっと あなたと CCNet」 

15 伊那ケーブルテレビジョン（株） 伊那市で心豊かに暮らし続ける。 

16 伊那ケーブルテレビジョン（株） ウクライナへ祈りを 今、わたしも 

17 （株）CATV 富士五湖 富士吉田警察署から富士北麓地域の皆さんへ 

21 宮崎ケーブルテレビ（株） MCN インターネット オンライン授業篇 

27 ケーブルテレビ（株） 低価格で安心「ホームタウンでんき」 

28 （株） キャッチネットワーク 逆 L の秘密！？CATV のデータ放送は地域情報の宝箱 

29 （株） キャッチネットワーク クセになるチャンネルくんシリーズ 

30 京丹波町ケーブルテレビ 京丹波みんなで火の用心 出演２，０００人カット 全部見せます！ 

31 スターキャット・ケーブルネットワーク（株） スターキャット光「光篇」「ブー篇」 

33 JCOM（株） J:COM ルンルンルン♪ 

34 JCOM（株） J:COM TV はじめました 

37 （株）Goolight 須坂のタカラビト～文化を守り、繋ぐ人～ 

38 （株）Goolight アニメに国境無し！台湾へ日本の酒文化をプロモーション 

40 シーシーエヌ（株） ２３年前のサプライズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【グッドプラクティス部門】 50 作品→予備審査通過 18 作品 

Entry 
事業者名 作品タイトル 

No. 

02 入間ケーブルテレビ（株） クラフトコーラ界に衝撃!! 野菜を使ったコーラ「ベジコーラ」 

07 スターキャット・ケーブルネットワーク（株） Nishiki-2 SDGs 映画祭 

09 （株）CAC 「1979 はじまりの物語」地域ドラマを通じたシティプロモーション 

11 （株）ジェイコム東京 ゼロエミッション東京の実現に向けた SDGs 推進事業 

14 （株）アドバンスコープ 10 年後も残ってほしい名張伊賀の風景カレンダー 

15 横浜ケーブルビジョン（株） 地域商店街とのコラボレーション活動「天王町商店街協同組合」 

18 シーシーエヌ（株） 地域密着サポート「包丁研ぎ・刃物回収サポート」 

19 （株）上田ケーブルビジョン 我がふるさとの「太郎山」 ～再発見！里山の生物多様性～ 

21 （株）秋田ケーブルテレビ 地方創生型コンセプトショップ「ハチふる SHIBUYA meets AKITA」 

23 知多メディアスネットワーク（株） 「聚楽園大仏」ライトアップによる地域資源磨き上げ 

25 ケーブルテレビ（株） 地域応援ポータルサイト「ふらっとろーかる」 

31 （株）ジェイコム九州 福岡局 園行事オンライン配信＆DVD 制作パッケージ商品展開 

34 （株）ニューメディア NCV 地域のおもしろ３分動画コンテスト 

39 射水ケーブルネットワーク（株） ケーブルテレビの「力」を総結集！射水市フットボールセンター 

44 シーシーエヌ（株） 岐阜県人会インターナショナルと連携した取組み 

48 ケーブルテレビ（株） 社員の「働きがい」をお客様の幸せへ 

49 ゆずの里ケーブルテレビ（株） コロナに負けるな！売る人も来る人も笑顔になれる「スマイル朝市」 

50 （株）ベイ・コミュニケーションズ 集合住宅リストへのジオターゲティング広告 

 

＜応募作品について＞ 

ケーブル事業全体の活性化を目的に、より多くの良い作品、成功事例の作例をご紹介いただくため、 

同一事業者で、チラシ部門・映像部門は 2 作品まで、グッドプラクティス部門は件数に限りなく作品応募を認めておりま

す。そのため、各部門において、複数の応募作品が入賞している事業者様がおりますこと予めご了承ください。 

 

以上 

 


