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IKC コミュニティチャンネル「いるかチャンネル」
地域に密着した情報をお届けする「いるかチャンネル」だから、
視聴者へ 効果的・効率的にメッセージをお届けすることができます！

放送エリア

湯河原町

熱海市

伊東市

東伊豆町

合計

神奈川県

静岡県

1,000

7,000

27,000

2,000

接続世帯数

※

※伊東テレビクラブ、東豆有線、
伊東アンテナ協会の世帯数を含む

37,000

（2016年6月現在）

IKCキャラクター
「いるっぴー」

緊急情報を即時配信
「何か起きたらIKC」の視聴習慣

地域に密着した情報

自社制作番組
を中心に編成

高い認知度

IKC加入者の約７割が視聴

IKC視聴者アンケート(2015年10月実施)
によると「いるかチャンネル」の
視聴習慣がある人の割合は69.1％を
占めています。

接続世帯数

約3７,000世帯 （2016年6月現在）

地上デジタル12ch
簡単に視聴できます

IKC加入者なら無料で誰でも視聴
できます。地デジchのザッピング
（視聴者のリモコンによる適宜な
チャンネルの変更）により
目に留まりやすいことが強みです。

地域行政や交通事業者の広報システムと連動
し、緊急情報が画面テロップで表示されるの
で、「何か起きたらIKC！」といった視聴習慣が
生まれます。

IKCの接続世帯数は約26,000世帯で、全エリア
世帯数の約54%に接続しています。
伊東市内では、他のケーブルテレビ3社エリア
（約11,000世帯）でも「いるかチャンネル」が視
聴できます。

地域のニュースや学校行事・
イベントをはじめ、話題の人物・
お店を紹介する番組など、
地域情報優先のポリシーで
チャンネル編成されています。

IKCは「伊豆半島ジオパーク」の活動を
応援しています。

熱海本社

伊東鎌田
事務所

ｺﾐｭﾆﾃｨｽﾃｰｼｮﾝR135
（伊東八幡野事務所）

だから、IKCでPR効果二重マル！



「いるかチャンネル」の自社制作番組
地域のニュースなどをはじめ、放送開始3１年目を迎えた観光番組「いい伊豆みつけた」、
毎日放送する人気番組「見聞（みき）まま」、話題のお店や人物の紹介など、地域情報優先の
ラインナップ。文字情報「もじナビ」も毎日の生活に欠かせない情報が満載です。

IKCネットワークニュース（週42回放送） 完全アポなし 撮って出しTV！ 「見聞(みき)まま」
（週28回放送）

いい伊豆みつけた（週３０回放送）

伊豆東海岸エリアを中心に日々の出来事を
IKCキャスター陣がお伝えします。

このほか生活情報や見てトクをする情報満載の
ニュース番組です。

ＩＫＣのサービスエリア（湯河原町・熱海市・

伊東市・東伊豆町の各一部）に住む人々の
「飾らない普段着な今」を紹介していく、インタ
ビュー番組です。

伊豆東海岸を題材に、地元ならで
はの隠れた名所・人情や生活など
ありのままの伊豆が満載のIKC看
板観光情報番組です。

【22分番組】
18時、20時、22時、24時、翌7時30分、9時10分、
※土日はダイジェスト版

【30分番組】
月～日：7時55分、12時30分、
16時30分（土日は休止）、19時※16時30分
は伊東競輪生中継日は休止

土日のみ： 14時30分、深夜1時30分

※14時30分は伊東競輪開催時は休止

【15分番組】
月～日 ９時３０分、正午、
１８時４５分、２１時４５分、
２３時４５分

もじナビ※文字情報 （週31回放送）

【30分番組】 １面４５秒放送
月～金10時、13時、14時、17時30分、22時25分
土～日14時、22時30分、24時30分
※伊東温泉競輪生中継日は別の時間に振替放送します。

地域の観光情報や鉄道運行状況、
また自治体からの緊急情報をＬ字型テロップにて

放映しています。その広告面を活用し、ちょっとしたお
知らせや求人・ＰＲなどに「もじナビ」をご利用ください。



「見聞まま」は、
平成28年4月の放送開
始以来、
「いるかチャンネル」
の看板番組に成長。

平成29年9月の視聴調
査では、ご加入者の約
2人に1人が視聴され

ており、宣伝効果
抜群です。

「いるかチャンネル」広告出稿料金
地域密着のローカルメディアだからこそ、ピンポイントに無駄なくＰＲすることができます。
しかも他の媒体に比べても「安価」、「集中」、「柔軟」な広告展開が可能です。

番組名 放送回数 月額金額

見聞まま 週28回放送 月間約121回放送 100,000

IKCネットワークニュース 週42回放送 月間約182回放送 100,000

いい伊豆みつけた 週30回放送 月間約130回放送 50,000

もじナビ（文字情報） 週31回放送 月間約134回放送 15,000

1本単価

15秒CM 1,500

（単位：円 税別）

1本単価

5分 5,000

15分 15,000

30分 30,000

番組枠タイム販売料金CM放送料金

スポットCM放送料金

IKCキャラクター
「いるっぴー」

CMは
自社制作番組に

同梱され放送するので
地域情報のひとつとして
認識されやすく、
より高いCM効果が
期待できます。

だから、「CM放送」が
オススメ！

※番組放送1回につき15秒CM1本の放送となります。伊東温泉競輪生中継日、
年末年始特別編成時等通常放送されない場合は別枠にて放送いたします。

表示料金には制作費は含まれておりません。
当社にてCM、番組の制作が可能ですので、 お気軽にお問い合
わせください。

※分数には局が保有するステーションブレイクを含みます。

（単位：円 税別）

（単位：円 税別）



伊豆観光情報番組 「いい伊豆みつけた」
昭和62年（1987年）の放送開始以来、首都圏独立局を中心に安定した視聴率を誇る長寿番組。
放送開始から3１年目となりました。地元に根ざしたIKCならではの伊豆の隠れた情報や名所、
人々の生活・人情などを紹介します。

放送局 放送日時(平成30年4月～) 主な放送エリア 視聴可能世帯数

千葉テレビ（CTC） 毎週水曜 10:55～11:25 千葉県・東京都 710万世帯

テレビ埼玉（TVS） 毎週水曜 14:00～14:30 埼玉県・東京都 840万世帯

テレビ神奈川（tvk） 毎週金曜 9:00～ 9:30 神奈川県・東京都 899万世帯

【 30分番組】 制作著作：伊豆急ケーブルネットワーク

首都圏独立局 CATV局その他

視聴率（%）推移 視聴者層 番組プレゼントアンケートより
（ハガキ・インターネットでの回答）

この番組を放送する この番組を放送する

年齢
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テレビ神奈川 千葉テレビ テレビ埼玉

【CATV局】
イッツ・コミュニケーションズ（東京都・神奈川県）
横浜ケーブルビジョン（神奈川県）
湘南ケーブルネットワーク（神奈川県）
浜松ケーブルテレビ（静岡県）
TOKAIケーブルネットワーク（静岡県）
トコちゃんねる静岡（静岡県）
厚木伊勢原ケーブルネットワーク（厚木市）
ひまわりネットワーク（愛知県）
中部ケーブルネットワーク（愛知県、岐阜県、三重県）
富士川ケーブルテレビ（山梨県）
三河湾ネットワーク（愛知県蒲郡市、幸田町）
チャンネルＣＣＮ（岐阜県岐阜市、美濃市、下呂市）
ケーブルテレビ品川（品川市全域、目黒区）
伊豆急ケーブルネットワーク（静岡県、神奈川県）
※配信CATV局の視聴可能世帯数計 244万9千世帯

【CS放送局】
旅チャンネル（スカパー、スカパーe2ほか）

【インターネット動画配信サイト】
YouTube（いい伊豆みつけたチャンネル）
※2017年4月～2018年3月累計視聴再生回数65，744回



「いい伊豆みつけた」 広告出稿料金
視聴率が安定した人気旅番組へのCM出稿を低価格でご提供いたします！
タイアップ企画もご用意していますので、番組取材スタイルでの施設PRも可能です。

放送局 放送日時 主な放送エリア 視聴可能世帯数 月額料金

千葉テレビ（CTC） 毎週水曜 10:55～11:25 千葉県・東京都 710万世帯 100,000

テレビ埼玉（TVS） 毎週水曜 14:00～14:30 埼玉県・東京都 840万世帯 100,000

テレビ神奈川（tvk） 毎週金曜 9:00～ 9:30
神奈川県・東京都

伊豆半島東海岸
房総半島西海岸

899万世帯 150,000

【 30分番組】 制作著作：伊豆急ケーブルネットワーク

CM放送料金

CM制作料は別途かかります

タイアップ料金

例：「いい伊豆みつけた」番組内で約5分のご紹介 ※企画構成は弊社が行います。 300,000～

番組タイアップ料金

15秒CM（30秒の場合はご相談ください） （単位：円 税別）

（単位：円 税別）



印刷・広告制作
地域に根ざしたIKCだからこそ、信頼第一で印刷物の制作を行っております。

各種印刷業務

代理店業務・看板

伊豆急行やその他の各種交通広告、新聞広告などの
デザイン制作及び掲出の取扱い

屋外及び屋内各種看板の企画デザイン制作等

一般印刷
ポスター・パンフレット・チラシ・冊子・書籍
はがき・名刺・封筒・帳票・カレンダーなど

特殊印刷
シール・クリアファイル・カード・マグネットシートなど

そのほか
レーザープリンタによる小ロットオンデマンド印刷や
印刷に係る各種企画・グラフィックデザイン制作など



受注実績 (IKC制作）

YouTube杉並区公式
チャンネルにて閲覧できます。

伊豆半島紹介映像制作業務（日本語・英語・タイ語・韓国語・中国簡体字・中国繁体字 ６言語DVD制作）

6ヶ国ごとの嗜好に合わせた内容

で制作。ドローン撮影を行なうこと
でダイナミックな映像を収めること
ができた。

「 お試 し移住事業 」動画 ・パンフデータ制作

HPよりダウンロードできます。



受注実績 (IKC制作）

観光イベントPR懸垂幕

大川橋ライトアップ（伊東市）

東海館ライトアップ（伊東市）

観光ごよみ（伊東観光協会）

多言語対応観光DVD制作
「伊豆半島ジオパーク」

東伊豆クロスカントリー大会
記念DVD制作

下田ライオンズクラブ
記念DVD制作

南伊豆町オープンウォーター
スイムレース イベント運営

JAあいら伊豆広報誌広報いとう



IKC ㈱伊豆急ケーブルネットワーク メディア事業部
〒413-0018 静岡県熱海市上宿町9-5 Tel 0557-81-3346 Fax 0557-81-1125

www.ikctv.com

広告のご出稿に関するお問い合わせ先


