
COMPANY PROFILE

2000年4月

2000年11月
2000年12月
2002年4月
2003年12月
2005年7月
2005年10月
2008年4月
2009年4月
2010年4月
2011年7月
2011年11月
2013年5月
2013年8月
2013年11月
2014年1月
2014年3月
2014年6月
2014年12月
2015年4月
2015年5月
2015年12月
2016年2月
2016年3月
2016年3月
2017年3月
2017年7月
2018年3月

「STB（セットトップボックス）共同購入サービス」提供開始
「BSデジタル放送配信サービス」を提供開始（首都圏エリア）
「CSデジタル放送配信サービス」提供開始（首都圏エリア）
「地上デジタル放送配信サービス」提供開始（首都圏エリア）
株式会社ジュピターテレコムが当社株式を取得
「CSデジタル放送配信サービス」およびHDチャンネル配信提供開始（関東以西エリア）
株式会社アイ・ヒッツを合併
衛星ネットワークにてＨＤチャンネル配信開始
ケーブル事業者向けポータルアプリ「CableGateサービス」提供開始
統合クラウドサービス「DPMサービス」提供開始
統合クラウドサービス「メール/Webサービス」提供開始
タブレット向けのポータル画面を構築する「any tagpadサービス」提供開始
統合クラウドサービス「次世代SMSサービス」提供開始
有料放送管理業務の届出を実施
クラウド型加入者認証認可　「IdPクラウドサービス」提供開始
プライバシーマーク取得
北海道及び東北地区へ「CSデジタル放送配信サービス」提供開始
クワトロメディア株式会社を合併
IP-VODサービス「milplus(みるプラス)」提供開始
第三者割当増資の実施
ケーブル業界共通の4K専門チャンネル「ケーブル4K」のチャンネル運営及び配信開始
公的個人認証サービスのプラットフォーム事業者の総務大臣認定取得
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証取得※
IP-VODサービス「milplus（みるプラス）」にて4Kコンテンツ提供開始
「BS17ch試験放送配信サービス」提供開始
ケーブル業界の共通ID連携基盤「ケーブルIDプラットフォーム」運用開始
IPリニア配信サービス「みるプラスTV」提供開始

光ファイバー幹線を保有する首都圏の鉄道各社、電力事業者、
ケーブル事業者各社の共同出資により会社設立

※JIS Q 27001:2014(ISO/IEC27001:2013)ISMS取得
 　適用部門をサービス開発運用部　サービス運用グループ　IDサービス運用チーム/顧客管理サービス運用チーム、次世代配信技術部
    マルチデバイスビジネスチーム/IP配信技術チームとして取得。

日本デジタル配信株式会社



当社はケーブル業界のデジタル化を支援すべく、ケーブル事業に関連する方々の出
資により 2000 年 4 月に誕生致しました。その後、日本初のケーブルテレビ向けデ
ジタル放送配信事業を軸として、様々なソリューションの提供に取り組んでまいりま
した。

ケーブル業界の市場環境は、携帯電話事業者による有線サービスと無線サービス
のセット販売や、OTT 事業者による動画配信サービスの普及拡大に伴い、顧客獲
得競争が一段と厳しさを増しております。

このような競争環境の下、ケーブル業界では、更なるサービスの高度化を目指した
総務省と日本ケーブルテレビ連盟による業界横断的な「ケーブル・プラットフォー
ム構想」の早期安定稼働に向けて、業界一丸となり、放送のＩＰ配信による多機
能化、4Ｋ･8K 放送の普及促進、又、ＩＤ連携によるサービスの多様化に向けて取
組んでおります。

このようなケーブル業界の動きに呼応し、当社は今後のケーブル事業者様の事業
展開を見据え、総合的にケーブルサービスを支援するケーブル・プラットフォーム
を日々進化させ、ケーブル事業者様のサービスに新たな価値を生み出すことをお手
伝いできるよう精一杯邁進していく所存です。

今後とも皆様方のご指導、ご支援を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

お客様のニーズの多様化、高度化に伴い日々新たなサービスが求められています。
テクノロジーの進化は目覚ましく、サービスの実現性が高まる反面、ケーブル事業
者様の投資の頻度も高まり、経営を圧迫する要因になっております。

当社は「デジタル化の先にある新たなメディアライフ」の創造を目指し、デジタル
配信技術の高度化にとどまらず、モバイル端末への映像配信、ケーブル ID プラッ
トフォームやクラウド型顧客管理システムの提供など、新たなソリューションをつく
り、そして進化させてまいりました。

今後は当社が展開するケーブル･プラットフォームを日々進化させ、ケーブル事業者
様のサービスに新たな価値を生み出すことをお手伝い致します。これからも皆様と
歩み続ける当社にご期待ください。

当社が目指す
ケーブル･プラットフォーム

ケーブル事業者様の
ベスト・パートナーを目指して

CSデジタル
ケーブル4K

VOD
プラットフォーム

IPリニア
配信

CATV情報
アプリケーション

「いつでも、どこでも、どんなデバイスでも」を目指す

ケーブル IDプラットフォーム

J-LIS 連携基盤　ケーブル ID連携基盤

IdPクラウドサービス

ID 認証、ID連携

あらゆるサービスを一つの IDで管理

SMS

CATV加入者 管理システム

メール / Web

メールとWeb（ホームページ）
サービスのクラウド提供

クラウドで新たなサービスに対応



あらゆるチャンネルを地上光ネットワークで配信

首都圏光ネットワーク

2000 年 12月に開始した BSデジタル放送配信サービスを皮切りに、地上デジ
タル放送・CS デジタル放送といった各デジタル放送を地上光ネットワークによ
り配信しています。これによりケーブル事業者は、降雨障害のない高品質なサー
ビスの提供が可能となりました。またケーブル事業者のさらなる設備投資負担
の軽減のため、C-CASの共同利用サービスも提供しております。

全国光ネットワーク

首都圏で展開していた CS デジタル放送配信サービスを全国に提供するた
め、冗長構成された地上回線を利用し、2005 年より開始した全国光ネット
ワークです。2017 年 3 月末での i-HITS サービス ( 衛星ネットワーク ) 終了
に伴い、2017 年 4 月からは配信する全てのケーブル事業者に対して、降
雨障害のない高品質なサービスを提供しております。

当社配信サービスご利用エリア

番組供給事業者

番組供給事業者

番組供給事業者

JDSセンター
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旭川ケーブルテレビ株式会社
株式会社帯広シティーケーブル
株式会社ジェイコム札幌 
株式会社ニューメディア　函館センター

北海道地区

青森ケーブルテレビ株式会社
株式会社八戸テレビ放送
北上ケーブルテレビ株式会社
三陸ブロードネット株式会社
株式会社ダイバーシティーメディア
株式会社ニューメディア　米沢センター
株式会社ニューメディア　福島センター
西会津町

東北地区

株式会社エヌ・シィ・ティ
株式会社佐渡テレビジョン
上越ケーブルビジョン株式会社
株式会社ニューメディア　新潟センター
あづみ野テレビ株式会社
飯山市
株式会社ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｺﾐｭﾆﾃｨ
株式会社上田ケーブルビジョン
大町市
佐久ケーブルテレビ株式会社
株式会社信州ケーブルテレビジョン
須高ケーブルテレビ株式会社

信越地区

株式会社中海テレビ放送
鳥取中央有線放送株式会社
株式会社鳥取テレトピア
日本海ケーブルネットワーク株式会社
雲南市・飯南町事務組合
山陰ケーブルビジョン株式会社
井原放送株式会社
株式会社吉備ケーブルテレビ
株式会社倉敷ケーブルテレビ
玉島テレビ放送株式会社
株式会社ちゅピCOMおのみち
株式会社ちゅピCOMふれあい
株式会社ちゅピCOMひろしま
株式会社三次ケーブルビジョン
株式会社ケーブルネット下関 

中国地区

株式会社池田ケーブルネットワーク
エーアイテレビ株式会社
上板町有線テレビ株式会社
ケーブルテレビ徳島株式会社
国府町農事放送農業協同組合
テレビ阿波株式会社
株式会社テレビ鳴門
徳島県南メディアネットワーク株式会社
株式会社東阿波ケーブルテレビ
三好市
株式会社 STNet
香川テレビ放送網株式会社
株式会社ケーブルメディア四国
中讃ケーブルビジョン株式会社
三豊ケーブルテレビ放送株式会社
宇和島ケーブルテレビ株式会社
株式会社愛媛 CATV
株式会社ケーブルネットワーク西瀬戸
株式会社四国中央テレビ
西予 CATV 株式会社
一般財団法人八西 CATV
高知ケーブルテレビ株式会社
香南施設農業協同組合
西南地域ネットワーク株式会社

四国地区

株式会社 CRCCメディア
株式会社ジェイコム九州
九州テレ・コミュニケーションズ株式会社
ケーブルステーション福岡　テレビ佐世保
株式会社ケーブルネットワーク桂川
公益財団法人福岡ケーブルビジョン
有田ケーブル・ネットワーク株式会社
伊万里ケーブルテレビジョン株式会社
株式会社唐津ケーブルテレビジョン
株式会社ケーブルワン
佐賀シティビジョン株式会社
株式会社ネット鹿島
藤津ケーブルビジョン株式会社
株式会社ひまわりてれび　玉名営業所
小国町
山江村ケーブルテレビセンター
大分ケーブルテレコム株式会社
CTBメディア株式会社
株式会社ケーブルテレビ佐伯
KCVコミュニケーションズ株式会社
大分ケーブルネットワーク株式会社
臼杵ケーブルネット株式会社
杵築ケーブルネットワークセンター
豊後高田市
株式会社ケーブルメディアワイワイ
椎葉村
宮崎ケーブルテレビ株式会社

九州地区

宮古テレビ株式会社
沖縄地区

株式会社大垣ケーブルテレビ 
おりべネットワーク株式会社 
株式会社ケーブルテレビ可児 
シーシーエヌ株式会社 
飛騨高山ケーブルネットワーク株式会社 
株式会社伊豆急ケーブルネットワーク 
株式会社 TOKAI ケーブルネットワーク
株式会社トコちゃんねる静岡
浜松ケーブルテレビ株式会社 
株式会社アイ・シー・シー 
中部ケーブルネットワーク株式会社
稲沢シーエーティーヴィ株式会社 
株式会社キャッチネットワーク
グリーンシティケーブルテレビ株式会社
株式会社 CAC 
スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社
知多半島ケーブルネットワーク株式会社 
知多メディアスネットワーク株式会社
豊橋ケーブルネットワーク株式会社 
西尾張シーエーティーヴィ株式会社  
ひまわりネットワーク株式会社
三河湾ネットワーク株式会社 
ミクスネットワーク株式会社 
伊賀上野ケーブルテレビ株式会社
株式会社ケーブルネット鈴鹿
株式会社シー・ティー・ワイ
株式会社 ZTV
株式会社アドバンスコープ
松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社
株式会社ラッキータウンテレビ

東海地区

射水ケーブルネットワーク株式会社
株式会社ケーブルテレビ富山
高岡ケーブルネットワーク株式会社
となみ衛星通信テレビ株式会社
滑川中新川地区広域情報事務組合
株式会社新川インフォメーションセンター
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合
能越ケーブルネット株式会社
加賀ケーブルテレビ株式会社
加賀テレビ株式会社
金沢ケーブルテレビネット株式会社
さかいケーブルテレビ株式会社
丹南ケーブルテレビ株式会社
福井ケーブルテレビ株式会社

北陸地区

近鉄ケーブルネットワーク株式会社
こまどりケーブル株式会社
株式会社 KCN京都
洛西ケーブルビジョン株式会社
株式会社ジェイコムウエスト 
株式会社テレビ岸和田
BAN-BANネットワークス株式会社
姫路ケーブルテレビ株式会社

近畿地区

土浦ケーブルテレビ株式会社 
古河ケーブルテレビ株式会社 
宇都宮ケーブルテレビ株式会社 
鹿沼ケーブルテレビ株式会社 
ケーブルテレビ株式会社 
佐野ケーブルテレビ株式会社 
テレビ小山放送株式会社 
わたらせテレビ株式会社 
入間ケーブルテレビ株式会社 
株式会社ジェイコム川口戸田
行田ケーブルテレビ株式会社 
狭山ケーブルテレビ株式会社 
株式会社ジェイコム北関東
株式会社ジェイコムさいたま 
飯能ケーブルテレビ株式会社 
東松山ケーブルテレビ株式会社 
本庄ケーブルテレビ株式会社 
ゆずの里ケーブルテレビ株式会社
蕨ケーブルビジョン株式会社 
株式会社イースト・コミュニケーションズ
株式会社いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ
株式会社広域高速ネット二九六
株式会社ジェイコム市川
株式会社ジェイコム千葉
株式会社ジェイコム千葉セントラル
株式会社ジェイコム東葛葛飾
イッツ・コミュニケーションズ株式会社 
株式会社ジェイコム足立
株式会社ジェイコムイースト
株式会社ジェイコム大田
株式会社ジェイコム多摩
株式会社ジェイコム東京 
株式会社ジェイコム中野
株式会社ジェイコム八王子
株式会社ジェイコム日野
株式会社ジェイコム港新宿
株式会社ジェイコム武蔵野三鷹
多摩ケーブルネットワーク株式会社
株式会社多摩テレビ 
東京ベイネットワーク株式会社 
株式会社ケーブルテレビ品川
厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社
株式会社ジェイコム湘南 
株式会社ジェイコム南横浜
湘南ケーブルネットワーク株式会社 
YOUテレビ株式会社 
横浜ケーブルビジョン株式会社 
有限会社峡西シーエーテーブイ
株式会社日本ネットワークサービス
富士川シーエーティーヴィ株式会社

関東地区



アクトオンTV◆大人の趣味とライフスタイル

アニマックス

アニマルプラネット

アニメシアターX (AT-X)

囲碁・将棋チャンネル

映画・チャンネルNECO

衛星劇場

AXN 海外ドラマ

AXNミステリ―

MTV

Mnet

エンタメ～テレ☆シネドラバラエティ

音楽・ライブ！　スペースシャワーTV

海外アニメ! カートゥーン ネットワーク

GAORA SPORTS

歌謡ポップスチャンネル

キッズステーション

QVC

クラシカ・ジャパン

グリーンチャンネル

グリーンチャンネル2

KNTV

KBS  WORLD

ゴルフネットワーク

ザ・シネマ

CNNj

CNN/US

J  SPORTS  1

J  SPORTS  2

J  SPORTS  3

J  SPORTS  4

時代劇専門チャンネル

シネフィルWOWOW

ジュエリー☆GSTV

女性チャンネル♪LaLa  TV

ショップチャンネル

スーパー! ドラマTV

スカイA

SPEEDチャンネル

TAKARAZUKA SKY  STAGE

旅チャンネル

チェリーボム

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

釣りビジョン

DATV

TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画

TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ 

TBSニュースバード

ディスカバリーチャンネル

ディズニー・チャンネル

ディズニーXD

ディズニージュニア

テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ

テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ

東映チャンネル

ナショナル ジオグラフィック

日経CNBC

日テレジータス

日テレNEWS24

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ

日本映画専門チャンネル

パラダイステレビ

BBCワールドニュース

ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史＆エンタメ

100%ヒッツ！スペースシャワーＴＶプラス

FIGHTING TV  サムライ

ファミリー劇場

V☆パラダイス

FOX

FOXクラシック 名作ドラマ

FOXムービー

フジテレビONE スポーツ・バラエティ

フジテレビTWO ドラマ・アニメ

プレイボーイ チャンネル

Baby TV

ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ

ミッドナイト・ブルー

ミュージック・エア

MUSIC  ON!  TV  (エムオン!)

ムービープラス

MONDO TV

レインボーチャンネル

レジャーチャンネル

レッドチェリー

2018 年７月1日現在
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チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた

釣りビジョンHD

DATV

ＴＢＳチャンネル１ 最新ドラマ・音楽・映画

ＴＢＳチャンネル２ 名作ドラマ・スポーツ・アニメ 

TBSニュースバード

TV 5  MONDE

Dl i fe

ディスカバリーチャンネル

ディズニージュニアHD

ディズニー・チャンネルHD

ディズニーXD HD

テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ（HD）

テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ（HD）

東映チャンネルHD

ナショナル ジオグラフィック

日経CNBC HD

日テレジータス ＨＤ

日テレNEWS24

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ

日本映画専門チャンネルHD

パチンコ★パチスロTV!HD

パラダイステレビ HD

ヒストリーチャンネルHD 日本・世界の歴史&エンタメ

BBCワールドニュース

ファミリー劇場HD

Ｖ☆パラダイスＨＤ

FOX HD

FOXクラシック 名作ドラマ

FOXスポーツ&エンターテイメント

FOXムービー

フジテレビＯＮＥ スポーツ・バラエティ

フジテレビＴＷＯ ドラマ・アニメ

フジテレビＮＥＸＴ ライブ・プレミアム

プレイボーイ チャンネルHD

ホームドラマチャンネルHD　韓流・時代劇・国内ドラマ

ミッドナイト・ブルー

ミュージック･エア

MUSIC  ON!  TV（エムオン!）HD

ムービープラスHD

MONDO TV  HD

レッドチェリー

レインボーチャンネルHD

アクトオンTV◆大人の趣味とライフスタイル HD

アジアドラマチックＴＶ★HD

アニマックス HD

アニマルプラネット

囲碁・将棋チャンネルＨＤ

映画・チャンネルＮＥＣＯ－ＨＤ

衛星劇場HD

AXN HD 海外ドラマ

AXNミステリ―HD

AT-X  HD!

MTV HD

Mnet  HD

エンタメ～テレＨＤ☆シネドラバラエティ

音楽・ライブ！　スペースシャワーTV　HD

海外アニメ！カートゥーンネットワークHD

GAORA SPORTS  HD

歌謡ポップスチャンネルHD

Kawai ianTV

キッズステーション ＨＤ

QVC

グリーンチャンネル HD

グリーンチャンネル2 HD

クラシカ・ジャパンHD

ＫＮＴＶ ＨＤ

ＫＢＳ Ｗｏｒｌｄ ＨＤ

ゴルフネットワーク HD

ザ・シネマHD

CNN/US HD

CNNj  

J  SPORTS  1  HD

J  SPORTS  2  HD

J  SPORTS  3  HD

J  SPORTS  4  HD

時代劇専門チャンネル HD

シネフィルWOWOW

ジャパネットチャンネルＤＸハイビジョン

ジュエリー☆GSTV

女性チャンネル♪LaLa  TV（HD）

ショップチャンネル

スーパー! ドラマTV HD

スカイA

旅チャンネルHD

ダンスチャンネルbyエンタメ～テレ
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