
  

 

 

  

 

2019 年 7 月 26 日 

大分ケーブルテレコム株式会社   
『第 35 回府内戦紙 新華（しんか） 

～昭和・平成そして・・・新たな戦紙伝説の幕開け～』 
8 月 2 日(金)18 時 30 分から「J:COM チャンネル大分」で 3 時間生中継！ 

地域情報アプリ「ど・ろーかる」でもライブ配信、全国どこでも視聴可能 
 

 

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）は、2019 年 8 月 2 日(金)、  

大分県大分市で行われる『第 35 回府内戦紙 新華（しんか）～昭和・平成そして・・・新たな戦紙伝説の幕開け～』

の模様を、J:COM のコミュニティチャンネル「J:COM チャンネル大分」（地上デジタル 11ch）で生中継いたします。

府内戦紙を生中継で放送するのは今年で 28 回目です。この放送は全国のケーブルテレビ局 14 局に生中継、225

局に録画配信し、約 2,200 万世帯のご家庭でご覧いただけます。 

 

府内戦紙（ふないぱっちん）は、大分市民が参加できる新しい祭り文化を創るべきとの声から生まれた、毎年 8 月

に行われる「大分七夕まつり」の初日を飾るお祭りです。「府内（ふない）」は大分市の古称、「戦紙（ぱっちん）」は、 

夜に浮かび上がる鮮やかな山車がぱっちん（めんこを意味する大分県の方言）の絵柄のように見えることからこの

名がつけられました。チームごとの山車と踊り隊が「セイヤ！セイヤ！」の掛け声と共に大分中心街を練り歩きます。 

 

令和最初の府内戦紙は第 35 回という節目の年。今年のテーマは「新華（しんか）～昭和・平成そして・・・新たな戦

紙伝説の幕開け～」。参加団体は 26 の企業・団体です。番組では、この府内戦紙の模様を、子どもたちが踊る「子

どもぱっちん」の様子や、参加者へのインタビュー、各団体の紹介、山車の上からの臨場感あふれる映像を交え、3

時間生中継で放送します。 

また、J:COM が提供する地域情報アプリ「ど・ろーかる」でもライブ配信＊を行いますので、スマートフォンやタブレッ

トで、全国どこでもご視聴いただけます。  

*通信料はお客さまのご負担となります。 

 

 

 

 

News Release 

 

＜昨年の府内戦紙の様子＞ 



さらに、本番組への感想や参加者への応援メッセージも募集しています。可能な限り番組内でご紹介するとともに、

お送りいただいた方の中から抽選で豪華賞品をプレゼントいたします。 

 

今年の番組司会は、「J:COM チャンネル大分」で放送中の『ひるドキッ！おおいた』に出演している、フリーアナウ

ンサー小野亜希子と、大分県住みます芸人の野良レンジャー(吉本興業)、そして大分ケーブルテレコムの工藤友

美が務めます。 

 

【番組司会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■番組概要 

J:COM チャンネル大分／全国のケーブルテレビ局 ※J:COM テレビを除く 
 

番組名 『第35回府内戦紙 新華（しんか）～昭和・平成そして・・・新たな戦紙伝説の幕開け～』 

放送日時 生中継 2019 年 8 月 2 日(金) 18：30～21：30  ※エリア内再放送有り 

放送チャンネル J:COM チャンネル大分（地上デジタル 11ch） ・全国のケーブル局 ※録画配信局あり 

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) ※一部を除きます 

・全国のケーブルテレビ局  ※対象のケーブルテレビ局は番組配信局一覧参照 

応援メ ッセージ 

宛 先 
メールで募集いたします。 seiya@oct.co.jp  (生放送終了まで随時受付) 

 

J:COMテレビ(全国編成) 

番組名 『第35回府内戦紙 新華（しんか）～昭和・平成そして・・・新たな戦紙伝説の幕開け～』 

放送日時 
2019 年 8 月 12 日（月・祝）19:00~20:00 

2019 年 8 月 26 日（月）  19:00～20:00 

放送チャンネル 

「J:COM テレビ」 

札幌・仙台・関東エリア (地上デジタル 10ch) 

関西・福岡・北九州エリア (地上デジタル 12ch) 

下関エリア 111ch、熊本エリア (地上デジタル 11ch) 

視聴可能エリア 全国のJ:COM69局 視聴可能世帯数1,384万世帯（2019年6月末） 

 

小野 亜希子 野良レンジャー 工藤 友美 

mailto:seiya@oct.co.jp


J:COMチャンネル(九州エリア編成) 

番組名 『第35回府内戦紙 新華（しんか）～昭和・平成そして・・・新たな戦紙伝説の幕開け～』 

放送日時 2019 年 8 月 17 日（土）・18 日（日） 12：00～13:00 

放送チャンネル 

「J:COM チャンネル福岡」   (地上デジタル 11ch) 

「J:COM チャンネル北九州」 (地上デジタル 11ch) 

「J:COM チャンネル下関」   (地上デジタル 12ch) 

「J:COM チャンネル熊本」   (地上デジタル 10ch) 

視聴可能エリア 

福岡エリア：福岡市、古賀市、糟屋郡新宮町・粕屋町、糸島市、宗像市、福津市 

約65万世帯 

北九州エリア：北九州市、遠賀郡岡垣町・遠賀町・水巻町、中間市、直方市 約27万世帯 

下関エリア：下関市  7万世帯 

熊本エリア：熊本市・益城町・菊陽町・合志市（各市町の一部の地域を除く） 約17万世帯 

合計：116万世帯 
  ※放送内容は予告なく変更になる場合があります。 

■地域情報アプリ「ど・ろーかる」のライブ配信概要 
 

配信日時 生中継 2019 年 8 月 2 日(金) 18：30～21：30  

アプリ名 地域情報アプリ「ど・ろーかる」 

アプリ価格 無料 ※通信料はお客さまのご負担となります。 

インストール方法 
《アプリ詳細、インストールはこちら》 

https://www2.myjcom.jp/special/dolocal/ 

 ※配信内容は予告なく変更になる場合があります。 

 

番組配信局一覧 ※7月25日現在 

 

【配信局名】 ※J:COMチャンネル大分除く 

【青森県】 青森ケーブルテレビ・田子町ケーブルテレビジョン・八戸テレビ放送・三沢市ケーブルテレビジョン 

【岩手県】 ICT・北上ケーブルテレビ・三陸ブロードネット・遠野テレビ・花巻ケーブルテレビ・水沢テレビ 

【秋田県】 ＣＮＡ秋田ケーブルテレビ 

【山形県】 ダイバーシティメディア・NCV 

【茨城県】 ＪＷＡＹ 

【栃木県】 鹿沼ケーブルテレビ 

【埼玉県】 
入間ケーブルテレビ・行田ケーブルテレビ・狭山ケーブルテレビ・飯能日高テレビ・本庄ケーブルテレビ   ・

蕨ケーブルビジョン 

【千葉県】 ケーブルネット296 

【東京県】 イッツ・コミュニケーションズ・多摩ケーブルネットワーク・多摩テレビ・東京ケーブルネットワーク 

【富山県】 NICE TV・能越ケーブルネット 

【石川県】 あさがおテレビ 

【福井県】 さかいケーブルテレビ・福井ケーブルテレビ・嶺南ケーブルネットワーク 

【山梨県】 北富士有線テレビ放送・峡東CATV・ケーブルテレビ河口湖・CATV富士五湖 

【長野県】 あづみ野テレビ・エルシーブイ・テレビ松本ケーブルビジョン 

【岐阜県】 OCT・おりべネットワーク 

【愛知県】 アイ・シー・シー ・ ＣＡＣ 

【京都府】 KCN京都 

【大阪府】 テレビ岸和田 

【兵庫県】 姫路ケーブルテレビ・ベイ・コミュニケーションズ 



 

ほか、全国のケーブル局のチャンネル700※にて放送します。 

※日本各地の地域情報、海外チャンネル番組などを編成する、ケーブル局専用チャンネル 

 

【生放送受信局名】 ※J:COMチャンネル大分を除く 

 

 

参考情報 
 

「J:COMチャンネル」について 

「J:COMチャンネル」は、地域のイベントや行政情報、安全・安心に役立つ防災情報など地域に根差したコンテンツ満載のオリジナルチャ

ンネルです。また台風や地震などの災害時には地域に必要な情報を即座に発信しす。その他、地域イベント・スポーツ大会の生中継など

徹底的に地域にこだわったチャンネルです。 

（チャンネル番号：全て地上デジタル 札幌・仙台・関東・関西・九州エリア：11ch、下関エリア：12ch、熊本エリア：10ch） 

 

「J：COM テレビ」について 
「J:COMテレビ」はJ:COMのネットワークを生かして、“地域発”のコンテンツを“全エリア”へお届けするオリジナルチャンネルです。全国各

地のご当地情報や、音楽ライブ、スポーツなどの大型コンテンツはもちろん、ラジオとのコラボレーションなど、さまざまな取り組みを通じ

て、ケーブルテレビならではの魅力を発信します。 

（チャンネル番号：全て地上デジタル 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） 

 

大分ケーブルテレコム株式会社について 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）のグループ局として、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。 

 

 

 

 

【鳥取県】 中海テレビ放送 

【島根県】 出雲ケーブルビジョン 

【岡山県】 oniビジョン・倉敷ケーブルテレビ・ゆめネット 笠岡放送 

【広島県】 ちゅピＣＯＭおのみち・ちゅピＣＯＭひろしま・ちゅピＣＯＭふれあい 

【徳島県】 エーアイテレビ・テレビ鳴門 

【香川県】 CMSケーブルメディア四国 

【愛媛県】 今治CATV・愛媛CATV・西予CATV【高知】よさこいケーブルネット 

【福岡県】 ケーブルステーション福岡 

【佐賀県】 
伊万里ケーブルテレビジョン・唐津ケーブルテレビジョン・ケーブルワン・西海テレビ ・テレビ九州      ・

ネット鹿島・はがくれテレビ 

【長崎県】 諫早3SUNてれび・テレビ佐世保・長崎ケーブルメディア・波佐見ケーブルテレビ・松浦ケーブル 

【熊本県】 天草ケーブルネットワーク 

【大分県】 

臼杵ケーブルネット・OCN・杵築ど～んとテレビ・国東市ケーブルテレビセンター・九重ケーブルテレビ  ・

KCVコミュニケーションズ・CTSケーブルテレビ佐伯・TCT・中津市ケーブルネットワーク            ・

ぶんごおおのケーブルテレビ・豊後高田市ケーブルネットワークセンター 

【宮崎県】 MCN宮崎ケーブルテレビ・ケーブルメディアワイワイ 

【沖縄県】 沖縄ケーブルネットワーク・宮古テレビ 

【宮城県】 宮城ケーブルテレビ株式会社 

【埼玉県】 行田ケーブルテレビ株式会社 

【岐阜県】 おりべネットワーク株式会社 

【大分県】 

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・OCN・杵築ど～んとテレビ・国東市ケーブル

テレビセンター・九重ケーブルテレビ・KCVコミュニケーションズ・CTSケーブルテレビ佐伯・TCT・中津

市ケーブルネットワーク・ぶんごおおのケーブルテレビ・豊後高田市ケーブルネットワークセンター 

＜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 

http://wwwjcom.oct-net.ne.jp/

