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IKC POWER DATA
伊豆急ケーブルネットワークだからでき

IKC POWER DATA
伊豆急ケーブルネットワークだからでき

るる
安価で効果的な広告展開のご提案



IKCコミュニティチャンネル「いるかチャンネル」
伊豆半島最大級のマスメディア 約36,000世帯が視聴可能

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！

視聴可能世帯数

約36,000世帯 （2015年3月現在）

放送エリア放送エリア

視聴可能世帯数

⾼い認知度
IKC加入者の約8割が視聴

IKC視聴者アンケートによると「いるかチャン
ネル」の視聴習慣がある人の割合は77.2％

約36,000世帯 （2015年3月現在）

IKC全エリア世帯数の約49%が視聴可能。
なかでも伊東市エリアは約75%が視聴可能
で、地域情報の大きなソースとなっています。
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視聴可能世帯数
（2015年3月現在） ネル」の視聴習慣がある人の割合は77.2％

を占めています。（2011年10月実施）

地上デジタル12ch
簡単に視聴できます

伊東鎌田
事務所

だから、IKCでPR効果二重マル！熱海市

伊東市

東伊豆町

7,000
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※

※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

36,000

地域に密着した情報

自社制作番組
を中心に編成

地上デジタル12ch
IKC加入者なら無料で誰でも視聴でき
ます。TVリモコンボタンひとつで操作
できるので、地デジchの中でザッピン
グされやすいのが強みです。

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！

合計 36,000 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

自社制作番組
を中心に編成

地域のニュースや学校行事・イベント等
の特集番組は毎日放送します。

このほか話題の人物・お店を紹介する
番組など、地域情報優先のポリシーで 緊急情報を即時配信

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。

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。



「いるかチャンネル」の自社制作番組
「地域ど密着」が合言葉、地域の皆さんが主役です。

地域のニュースや学校行事・イベント等の特集番組は毎日放送。
話題のお店や人物の紹介など、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ウィークリースペシャル（週26回放送）番組編成イメージ

IKCネットワークニュース（週40回放送）

IKCウィークリースペシャル（週26回放送）

地域の運動会や学校行事、演奏会や発
表会など、あますところなく収録・放送い
たします。あ

さ
【50分番組】

番組編成イメージ

あ

さ
【50分番組】
平日：7時30分、13時、19時、22時
土日： 10時、17時、22時

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。

ひ

る

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日替わり企画など、見
てトクをする情報満載のニュース番組です。

板観光情報番組です。

よ

る
【22分番組】
18時、20時、23時30分、翌7時、10時、12時

【30分番組】
平日：14時、21時30分
土日： 8時、14時、

16時30分

Weekday Weekend いい伊豆みつけた（週16回放送）

よ

る18時、20時、23時30分、翌7時、10時、12時
※土日は10時の放送はありません。



「いるかチャンネル」広告出稿料金
地域にピンポイントＰＲ！しかも安価に大量投下が可能！

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。

番組枠タイム販売料⾦CM放送料⾦（番組同梱）

番組名 放送回数 月額金額

IKCネットワークニュース 週40回放送 月間約172回放送 100,000

（単位：円 税別）

1本単価

5分 5,000

（単位：円 税別）
番組枠タイム販売料⾦CM放送料⾦（番組同梱）

IKCネットワークニュース 週40回放送 月間約172回放送 100,000

IKCウィークリースペシャル 週26回放送 月間約111回放送 70,000

いい伊豆みつけた 週16回放送 月間約68回放送 50,000

5分 5,000

15分 15,000

30分 30,000

1本単価

（単位：円 税別）

（単位：円 税別）

スポットCM放送料⾦ 短いCMで
表現しきれない

CMは
自社制作番組に

※番組放送1回につき15秒CM1本の同梱となります。伊東競輪本場開催日、年末年始特別編成時等通常放送されない場合があります。 ※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。

1本単価

15秒CM 1,500

表現しきれない
より詳しい情報を

お伝えしたいときは
ミニ番組の放送が効果的！
だから、
「番組枠販売」

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。 「番組枠販売」

をオススメ！

IKCキャラクター
「いるっぴー」

期待できます。
だから、「CM放送」

をオススメ！
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。



伊豆観光情報番組「いい伊豆みつけた」
IKCが制作する地元ならではの情報が満載の観光番組

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。
地元CATV制作ならではの隠れた情報や名所、人々の生活や人情などを紹介します。

【 30分番組】 制作：伊豆急ケーブルネットワーク

放送局 放送日時 主な放送エリア 視聴可能世帯数

千葉テレビ（CTV） 毎週水曜 10:30～11:00 千葉県・東京都 710万世帯

⾸都圏独⽴局 CATV局その他
【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）

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

視聴率推移 視聴者層

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）
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）

3.9 
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4.2 
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視聴率推移 視聴者層
年齢 職業

20代 6.7%

30代 16.2%

60代以上
26.8% 会社員･パート

学生 2.2%

無職 12.7%

自営 8.2%

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）
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 216万5千世帯

【CS放送局】
旅チャンネル（スカパー、スカパーe2ほか）

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）

2.3 2.0 2.1 
1.4 

2.3 2.7 2.8 

24年春 24年秋 25年春 25年秋 26年春 26年秋

tvk CTV TVS

30代 16.2%

40代 30.7%

50代 19.4%

26.8% 会社員･パート
47.1%

専業主婦
29.9%

自営 8.2% e2

【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開設）
※2014年4月～2015年3月累計視聴再生回数65,791回



「いい伊豆みつけた」広告出稿料金
IKCが制作する地元ならではの情報が満載の観光番組

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。

【 30分番組】 制作：伊豆急ケーブルネットワーク

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

CTV 10:30 11:00 710 100,000

CM放送料⾦ （単位：円 税別）

千葉テレビ（CTV） 毎週水曜 10:30～11:00 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 899万世帯 150,000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 150,000

タイアップ料金

（単位：円 税別）
番組タイアップ料⾦

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 ※企画構成は当社が行います。 300,000～


