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「J:COM presents OITA サイクルフェス!!!2019」 

オフィシャルブロードキャスター4 社が決定 
 

地上波局、ケーブルテレビ局、BS 放送局が連携し、 

サイクルイベントを通じて大分の魅力を全国に発信 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分ケーブルテレコム株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役社長：上村 忠）、株式会社大分放送

（OBS、本社：大分県大分市、代表取締役社長：永田 悠三郎）、株式会社ジェイ・スポーツ（J SPORTS、本

社：東京都江東区、代表取締役社長：木下 伸）、株式会社ジュピターテレコム（J:COM、本社：東京都千代

田区、代表取締役社長：井村 公彦）の 4 社は、2019 年 8 月 10 日（土）、11 日（日）に開催される「J:COM 

presents OITA サイクルフェス!!!2019」（以下、OITA サイクルフェス）のオフィシャルブロードキャスターに決

定いたしました。地上波局、ケーブルテレビ局、BS 放送局が連携し、特別番組として、迫力のレースや盛り

上がる会場の様子を全国の皆さまへお届けいたします。 

 

「OITA サイクルフェス」は、大分市が掲げる「自転車が似合うまち おおいた」を目的に、自転車ロードレース

のみならず、自転車にまつわる多彩なコンテンツが楽しめる複合サイクルイベントとして 2014 年から開催さ

れており、毎年約 5 万人の来場者が訪れます。2018 年大会から、大分県初となる UCI（国際自転車競技連

合）公認の国際大会としてさらにその規模を拡大しております。 

 

4 社は、8 月 10 日(土)に行われるレース「おおいた いこいの道クリテリウム」（周回/1 ㎞×30 周）を生中継

でお届けします。レースの見どころやコースの紹介など初心者でもわかりやすい解説を交えながら、「OBS」

（地上デジタル  3ch）、「J:COM チャンネル大分」（地上デジタル 11ｃｈ）でリレー放送、さらに全国の皆さま

に向けて、国内最大 4 チャンネルのスポーツテレビ局 「J SPORTS」、J:COM のコミュニティチャンネル

「J:COM テレビ」（全国編成）でも生中継いたします。地域の地上波局、ケーブルテレビ局、BS 放送局など 

複数のメディアが連携し、県内外へ情報発信をすることは全国的にも非常に珍しい取り組みです。 

大分ケーブルテレコム、OBS、J SPORTS、J:COM は、「OITA サイクルフェス」を通じて大分県内の皆さま

に自転車競技の魅力を、また全国の皆さまに大分の魅力を発信し、「自転車が似合うまち おおいた」の実

現に貢献してまいります。 

 

＜J:COM presents OITA サイクルフェス!!!＞ 

※昨年の様子 

＜6 月 23 日に J:COM Wonder Studio」（東京ソラマチ®内） 

で行われた記者発表会＞ 

 



放送概要 【大分県内】「J:COM チャンネル大分」・「OBS」 

番組名 

J:COM presents  

OITA サイクルフェス!!!2019  

いこいの道クリテリウム 生中継 

OITA サイクルフェス!!!2019  

 いこいの道クリテリウム 生中継 

放送日時 

2019 年 8 月 10 日（土） 

 12：00～12：54 （メインレース） 

12：54～13：30 （表彰式、ダイジェスト）  

放送チャンネル 

「J:COM チャンネル大分」 

地上デジタル 11ch 
 
［視聴可能エリア］ 

大分ケーブルテレコムサービスエリア  

（大分市・由布市・津久見市） 

視聴可能世帯数：約 16 万世帯 

「OBS」 

地上デジタル 3ch 
 
［視聴可能エリア］ 

大分県全域 

視聴可能世帯数：約 53 万世帯 

視聴方法 
J:COM 対応済の建物にお住まいの方は、
どなたでも無料で視聴可能 

 

 
 

 

放送概要 【大分県外】「J SPORTS」・「J:COM テレビ」 

番組名 

Cycle* J:COM presents  

OITA サイクルフェス!!!2019  

おおいた いこいの道クリテリウム 

J:COM presents  

OITA サイクルフェス!!!2019  

おおいた いこいの道クリテリウム 

放送日時 2019 年 8 月 10 日（土） 12：00～13：30 生中継 

放送チャンネル 

/ 配信 

◆「J SPORTS 2 HD」 

J:COM TV：406ch 

BS 243ch 他 
 

［詳しくはこちら］ 

https://www.jsports.co.jp/subscribe/ 

視聴可能世帯数：約 650 万世帯 
 

◆「J SPORTS オンデマンド」 

J SPORTS が提供する有料動画配信サービス 

◆「J:COM テレビ」 

札幌・仙台・関東エリア 10ch、 

関西・福岡・北九州エリア 12ch、 

下関エリア 111ch、熊本エリア 11ch 

視聴可能世帯数：約 1383 万世帯 

「J:COM」の有料サービスの加入・未加入を問

わず、「J:COM」のネットワークが接続されて

いる建物にお住まいであれば、無料でご視聴

いただけます。 

※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地

域がございます。 

視聴方法 

◆「J SPORTS 2」 

「J SPORTS 2」が含まれる J:COM などのケ

ーブルテレビ加入者および BS 放送等衛星放

送視聴契約者が視聴可能 
 

◆「J SPORTS オンデマンド」 

詳しい視聴方法は、「J SPORTS オンデマン

ド」で検索 

http://front.jsports-ondemand.com/ 

J:COM 対応済の建物にお住まいの方は、

どなたでも無料で視聴可能 

※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない

地域がございます。 

 
 
 

https://www.jsports.co.jp/subscribe/
http://front.jsports-ondemand.com/


大分ケーブルテレコム株式会社 wwwjcom.oct-net.ne.jp 

大分ケーブルテレコム株式会社（本社：大分県大分市）は、大分県下 11 自治体でケーブルテレビ、インターネット、固定電話、

モバイル等を提供しているケーブルテレビ事業者です。株式会社ジュピターテレコム（J:COM）のグループ会社として、先進性

のある高品質な情報・エンターテインメントの提供を通じ、地域社会の発展に寄与することを目指しています。また、「J:COM 

チャンネル大分」（地上デジタル 11ch）、「J:COM ホルトチャンネル」（地上デジタル 12ch）で地域情報番組を放送しています。 

 

株式会社大分放送 www.e-obs.com 

OBS大分放送は 1953年(昭和 28年)の開局以来、ラジオ・テレビ放送でさまざまな番組をつくり続けています。「豊かな大分、

豊かな未来の創造に貢献する」という社是のもと、ローカル局としてさらなる飛躍をめざし、地域の魅力を伝える番組や、   

幅広い世代に親しまれるイベントをお届けしていきます。 

（テレビ）地上デジタル 3ch  （ラジオ）AM：1098kHz（大分） ワイド FM：93.3MHz 

 

株式会社ジェイ・スポーツ www.jsports.co.jp 

J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送で約650万世帯が視聴する国内最大4チャンネルのスポーツテレビ

局です。プロ野球、MLB、FIFA主要大会等サッカー中継、SUPER GT、WRCなどモータースポーツ、ラグビー、WWE、サイク

ルロードレース、フィギュアスケート、スキー、柔道など生中継の他、情報番組やドキュメンタリーも充実して放送。世界最高峰

サイクルロードレース「ツール・ド・フランス」をはじめ、国内外の注目レースを多数放送。 

 

株式会社ジュピターテレコム  http://www.jcom.co.jp/ 

株式会社ジュピターテレコム（本社：東京都千代田区）は、1995 年に設立された国内最大手のケーブルテレビ事業・番組供給

事業統括運営会社です。ケーブルテレビ事業は、札幌、仙台、関東、関西、九州・山口エリアの11 社71 局を通じて約548万世

帯のお客さまにケーブルテレビ、高速インターネット接続、電話、モバイル、電力等のサービスを提供しています。ホームパス世

帯（敷設工事が済み、いつでも加入いただける世帯）は約2,164万世帯です。番組供給事業においては、17の専門チャンネル

に出資及び運営を行い、ケーブルテレビ、衛星放送、IP マルチキャスト放送等への番組供給を中心としたコンテンツ事業を統

括しています。※世帯数は2019年3月末現在の数字です。 

 

 

 
＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

大分ケーブルテレコム株式会社 広報・販促・イベント推進グループ 橋本 TEL:097-542-1121 

株式会社大分放送 テレビ営業部 藤澤 TEL:097-553-2510 

株式会社ジェイ・スポーツ マーケティング部 関田  TEL:03-5500-3466 

株式会社ジュピターテレコム 広報部 和地 TEL：03-6365-8204 
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