報道発表
2022 年 8 月 24 日
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
株式会社ケーブルテレビ富山
上婦負ケーブルテレビ株式会社
業界初の試み！全国 38 社のケーブルテレビ会社が主催する e スポーツ大会
～CATV Online Challenge CUP～
富山県のケーブルテレビ 4 社「高岡ケーブルネットワーク株式会社（代表取締役社⾧ 山口 伸一）
、と
なみ衛星通信テレビ株式会社（代表取締役社⾧ 河合 常晴）
、株式会社ケーブルテレビ富山（代表取締役
社⾧ 尾島 志朗）
、上婦負ケーブルテレビ株式会社（代表取締役社⾧ 竹内 茂）
」は、全国ケーブルテレビ
横断 e スポーツ大交流会実行委員会として、オンライン e スポーツの全国大会『CATV Online Challenge
CUP』を主催いたします。
本大会は、全国 38 社のケーブルテレビが参加し、大人気チーム戦略バトルゲーム「Pokémon UNITE
（ポケモン ユナイト）
」にて行います。日本全国どなたでもご自宅などからオンラインでご参加いただけ
るだけでなく、地元を知り尽くした全国のケーブルテレビのエリア特産品を賞品にするなど、ケーブルテ
レビらしい地域密着の第 1 回オンライン e スポーツ大会となります。
【イベント概要】
1, イベント名：

CATV Online Challenge CUP

2, 開 催 日：

2022 年 9 月 25 日(日)10:00～18:00

3, テ ー マ：

『地域同士が協力！ 新たな挑戦を行い 楽しく勝利を掴もう！』

4, ゲームタイトル：

Pokémon UNITE

5, 対 戦 形 式：

最大 128 チーム（5 名/チーム）
予選：ダブルエリミネーション方式
決勝：トーナメント、シングルエリミネーション方式

6, 配 信 方 法：

大会専用 YouTube チャンネル「UCHABLE!! （ウチャブル!!）
」で配信

7, ゲ ス ト：

あばれる君

8, 参 加 費：

無料

9, 参 加 資 格：

制限なし（全国どなたでも参加可能）

10, エントリー期間：

2022 年 9 月 1 日（木）～2022 年 9 月 21 日（水）

11, エントリー方法：

大会の公式サイト（https://www.catvocc.jp/）からご応募ください

11, 主

全国ケーブルテレビ横断 e スポーツ大交流会実行委員会

催：

12, 運 営 協 力：

株式会社コミュニティネットワークセンター、株式会社 JCG

COCC イメージロゴ
CATV Online Challenge CUP
C：協力：Collaboration
A：地域：Area
T：挑戦：Try
V：勝利：Victory

【お問い合わせ先】
高岡ケーブルネットワーク株式会社
担当：制作部 岸
電話：0766-26-6961
となみ衛星通信テレビ株式会社
担当：業務部 スマートシティ推進室 浅谷、武田
電話：0120-476-764
株式会社ケーブルテレビ富山
担当：営業部 法人営業推進室 岩井、米田
電話：076-444-5977
上婦負ケーブルテレビ株式会社
担当：営業部 井林、太田
電話：0120-016-664
【参考データ】参加ケーブルテレビ事業者 38 社（都道府県順）
1

北海道 株式会社帯広シティーケーブル

2

岩手県 三陸ブロードネット株式会社

3

秋田県 株式会社秋田ケーブルテレビ

4

山形県 株式会社ニューメディア（米沢、函館、新潟、福島）

5

茨城県 株式会社ＪＷＡＹ

6

栃木県 ケーブルテレビ株式会社（栃木、館林、結城、筑西、久喜）

7

千葉県 株式会社広域高速ネット二九六

8

東京都 多摩ケーブルネットワーク株式会社

9

新潟県 株式会社エヌ・シィ・ティ

10

⾧野県 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン

11

岐阜県 シーシーエヌ株式会社

12

岐阜県 おりべネットワーク株式会社

13

岐阜県 株式会社ケーブルテレビ可児

14

静岡県 株式会社御前崎ケーブルテレビ

15

愛知県 株式会社アイ・シー・シー

16

愛知県 西尾張シーエーティーヴィ株式会社

17

愛知県 スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社

18

愛知県 中部ケーブルネットワーク株式会社

19

愛知県 株式会社キャッチネットワーク

20

愛知県 ひまわりネットワーク株式会社

21

愛知県 知多メディアスネットワーク株式会社

22

愛知県 グリーンシティケーブルテレビ株式会社

23

愛知県 知多半島ケーブルネットワーク株式会社

24

愛知県 三河湾ネットワーク株式会社

25

三重県 株式会社シー・ティー・ワイ

26

三重県 株式会社ケーブルネット鈴鹿

27

富山県 株式会社ケーブルテレビ富山

28

富山県 となみ衛星通信テレビ株式会社

29

富山県 上婦負ケーブルテレビ株式会社

30

富山県 高岡ケーブルネットワーク株式会社

31

大阪府・兵庫県 株式会社ベイ・コミュニケーションズ

32

愛媛県 西予 CATV 株式会社

33

愛媛県 株式会社愛媛 CATV

34

佐賀県 伊万里ケーブルテレビジョン株式会社

35

⾧崎県 光ネットワーク株式会社

36

熊本県 天草ケーブルネットワーク株式会社

37

大分県 CTB メディア株式会社

38

沖縄県 沖縄ケーブルネットワーク株式会社
以上

