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2011 年 8 月 19 日 

各 位 

社団法人デジタル放送推進協会（Ｄｐａ） 

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン 

財団法人競馬・農林水産情報衛星通信機構 

株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング 

株式会社スカパー・エンターテイメント 

株式会社スター・チャンネル 

株式会社ビーエスＦＯＸ 

放送大学学園 

株式会社ＷＯＷＯＷ 

 

ＢＳデジタル放送 

 10 月 1 日、8 事業者 12 チャンネルが新たに本放送開始 

 

 ＢＳデジタル放送は、7月24日に終了したＢＳアナログ放送の帯域、及び新たなＢＳ拡張帯域を

利用し、現行の12チャンネルに加え今年10月に12チャンネル、来年3月にはさらに7チャンネル増

えて、合計31チャンネルとなる予定です。 

まず2011年10月1日には8事業者、12チャンネル（テレビ放送11、ラジオ放送1）が本放送を開始

いたします。これらの編成内容など詳細情報につきまして9月20日、別紙２の通り共同記者発表を

行いご説明させていただきます。 

 

大きくパワーアップして、視聴者の皆様に新たな感動をお届けします。これからのＢＳデジタ

ル放送にご注目ください。 

（各事業者とチャンネルは別紙１の通り） 

 

【2011 年 10 月 1 日 本放送開始事業者の問合せ先】 

社団法人デジタル放送推進協会（Ｄｐａ）      広報部 TEL  03（5785）4035 

ＢＳ普及企画部 TEL  03（5785）3713 

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン  マーケティング部広報 TEL 03（5402）1939 

財団法人競馬・農林水産情報衛星通信機構      経営企画部企画課 TEL 03（5620）2802 

株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング 編成部ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾁｰﾑ TEL 03（5500）3466 

株式会社スカパー・エンターテイメント       ｽｶﾊﾟｰJSAT広報・ＩＲ部 TEL 03（5571）7600 

株式会社スター・チャンネル            マーケティング本部 TEL 03（5512）5170 

株式会社ビーエスＦＯＸ              マーケティング部ＰＲ TEL 03（5469）6556 

放送大学学園                   放送部 TEL 043（298）4315 

株式会社ＷＯＷＯＷ                広報部 TEL  03（4330）8080 

Ｄpa ＢＳデジタル放送特別サイトはこちら⇒http://www.dpa.or.jp/bs_powerup/ 



 

別紙 1 

 

【2011 年 10 月 1 日 本放送開始】（8事業者 12 チャンネル） 

 

チャンネル名 ｃｈ番号 事業者名 

ＷＯＷＯＷライブ 192 株式会社ＷＯＷＯＷ ※1 

ＷＯＷＯＷシネマ 193 株式会社ＷＯＷＯＷ ※1 

スター・チャンネル２ 201 株式会社スター・チャンネル ※1 

スター・チャンネル３ 202 株式会社スター・チャンネル ※1 

放送大学 ﾃﾚﾋﾞ 231 ※2 

（232、233）

ﾗｼﾞｵ 531 ※3 

放送大学学園 

グリーンチャンネル 234 財団法人競馬・農林水産情報衛星通信機構 

ＢＳアニマックス 236 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン 

ＦＯＸ ｂｓ２３８ 238 株式会社ビーエスＦＯＸ 

ＢＳスカパー！ 241 株式会社スカパー・エンターテイメント 

J SPORTS 1 （現 J sports 1） 242 株式会社ジェイ・スポーツ ※4 

J SPORTS 2 （現 J sports 2） 243 株式会社ジェイ・スポーツ ※4 

 

※1 ＷＯＷＯＷは、現在の BS 191ch を「ＷＯＷＯＷプライム」とし、新たに「ＷＯＷＯＷライブ」「ＷＯＷＯＷシネマ」を 

追加した 3チャンネル HD 放送を開始します。また、スター・チャンネルは、現在の BS 200ch を「スター・チャンネル１」とし、

「スター・チャンネル２」「スター・チャンネル３」を追加した 3チャンネル HD 放送を開始します。 

※2 放送大学学園は、HD（高精細度）放送 1チャンネル（もしくは、SD（標準画質）放送で 3チャンネルのマルチ編成）の 

テレビ放送を行います。 

※3 放送大学学園は独立音声放送（ラジオ放送）を行います。 

※4  J SPORTS は 2011 年 10 月 1 日より全 4チャンネルの名称及び事業者名を変更いたします 

 

 

【2012 年 3 月放送開始予定】（5事業者 7チャンネル） 

チャンネル名 ｃｈ番号 事業者名 

J SPORTS 3 （現 J sports ESPN） 244 株式会社ジェイ・スポーツ ※4 

J SPORTS 4 （現 J sports Plus） 245 株式会社ジェイ・スポーツ ※4 

ＢＳ釣りビジョン 251 株式会社釣りビジョン 

IMAGICA BS ※5 252 株式会社 IMAGICA TV 

日本映画専門チャンネル 255 日本映画衛星放送株式会社 

ディズニー・チャンネル ※6 256 ブロードキャスト・サテライト・ディズニー株式会社 

D-Life 258 ブロードキャスト・サテライト・ディズニー株式会社 

 

※5  IMAGICA BS は 2012 年春より「洋画★シネフィル・イマジカ」より名称変更いたします。 

※6  SD（標準画質）放送 

 



 

別紙２ 

 

 

９月２０日 共同記者発表のご案内 

 

社団法人デジタル放送推進協会と2011年10月1日から放送を開始する8事業者（12チャンネル）は、

新たなBSの世界の拡がりと各チャンネルの編成内容などにつきまして以下の通り共同記者発表を

行います。是非、ご臨席いただけますようお願い申し上げます。 

 

 

日時：２０１１年９月２０日（火）１４時００分～１５時１５分 

 

場所：ベルサール汐留 HALL A   

中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル2F 

                  TEL 03（6226）0510 

 

出席予定者 

・社団法人デジタル放送推進協会(Ｄｐａ) 理事長 間部 耕苹 

<１０月１日放送開始予定８事業者 各社代表> 

・株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン 代表取締役社長 滝山 雅夫 

・財団法人競馬・農林水産情報衛星通信機構 理事長 石井 秀司 

・株式会社ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング 代表取締役社長 笹島 一樹 

・株式会社スカパー・エンターテイメント 代表取締役社長 田中 晃 

・株式会社スター・チャンネル 取締役社長 木田 由紀夫 

・株式会社ビーエスＦＯＸ 代表取締役社長 小泉 喜嗣 

・放送大学学園 放送大学理事長 白井 克彦 

・株式会社ＷＯＷＯＷ  代表取締役社長 和崎 信哉 

  

※尚、９月中旬に本件記者発表のご案内を再度致します。 

 

  【本件に関するお問い合わせ】 

社団法人デジタル放送推進協会(Ｄｐａ)   広報部 稲本 TEL  03（5785）4035 

ＢＳ普及企画部 井手、馬場 TEL  03（5785）3713 

 

 

以上 
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