
第2弾 2022年6月1日（水）

第1弾 2022年5月1日（日）

新チャンネル&ハイビジョン化チャンネル  のご紹介 計６チャンネルのチャンネル導入でより多彩に、
高画質化でより鮮明に、ラインナップがパワーアップ！

旧231ch▶

124ch
スーパー !ドラマTV HD
#海外ドラマ☆エンタメ

いま話題の最新ドラマがここに集結！史上
最強の海外ドラマ専門チャンネル！

「LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班」独占日本初放送!!
© 2021 Universal Television LLC. ALL RIGHTS 
RESERVED.

180カ国以上で視聴されている世界最大級
の音楽＆エンターテインメント専門チャン
ネル。
「2021  MTV VMA」 オリヴィア・ロドリゴ 
©2021 Viacom International Inc.

世界各国から上質なドラマが集結した日本
唯一のミステリー専門チャンネル。

「名探偵ポワロ」
© ITV PLC

邦楽ロック＆ポップスを中心に幅広くシー
ンを網羅する日本最大NO.1音楽チャンネ
ル。
「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」

ライブ見るならエムオン!で!! みんなの見
たいモノ・知りたいコトを、ていねいにお届
け！
「リスアニ！LIVE 2021」

あらゆる領域の“未知”へ挑み、次世代の
“知”へと変えていくドキュメンタリーチャ
ンネルです。
©Cory Richards/National Geographic 
Creative

世界中の旅の映像をお届けする日本で唯一
の旅専門チャンネル。

「中西圭三の朝ぶら散歩」
TM & Ⓒ 2022 Turner Japan.

エンタメ、アイドル、麻雀、パチ＆スロ、シネ
マ、こだわるオトコのMONDO TV。

「俺プロ！～俺たちのプロ野球～」
TM & ⓒ 2022 Turner Japan.

世界の最新情報をお届けする24時間国際
ニュースと情報専門局。緊急速報はどこよ
りも早くお伝えします。
「アンダーソン・クーパー360°」
 ™ & © 2022 Cable News Network. A 
Wa r ne rMed i a  Company.  A l l  R i gh t s  
Reserved.

聴きたい歌が ここにある。歌謡曲、アイド
ル、J-POPなどの名曲をお届け！日本で唯
一の歌謡曲専門チャンネル。
「福田こうへい無観客ＬＩＶＥ２０２１－独唱－ あ
れから１０年…」
Photo:西岡浩記

公式棋戦の囲碁「竜星戦」、将棋「銀河戦」、各
種講座、段級位認定、メジャータイトル戦の
棋譜解説と内容充実。
「将棋公式棋戦「銀河戦」第28期 決勝戦
（藤井聡太 vs 糸谷哲郎）」
©囲碁・将棋チャンネル

あらゆるジャンルのテレビ代表作が大集
合！ファミ劇ならではの特集企画！ここで
しか見られないオリジナル番組も！
「ドリフ大爆笑」
©イザワオフィス

古代から近代歴史まで、知られざる真実に
迫る世界最大の歴史エンタメチャンネル。

「古代の宇宙人」
©2022 A&E Television Networks.

ハリウッドの超大作を中心に、全米高視聴
率の人気作から日本初放送の話題作まで、
最新海外ドラマを24時間オンエア！
「シカゴ・ファイア（シーズン8）」
© 2019 NBCUniversal Media, LLC

多彩な人気アニメ、オリジナル制作番組、オ
リジナルアニメなどを放送！アニメ見るな
らアニマックス。
「ウマ娘 プリティーダービー全13話一挙放送」4/2（土）
Ⓒ2018 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」製作委員会
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音楽・ライブ！
スペースシャワーTV HD

旧230ch▶

157ch ファミリー劇場HD

旧261ch▶

162ch
MUSIC ON! TV 
(エムオン! ) HD

旧264ch▶

175ch
歌謡ポップス
チャンネルHD

旧270ch▶

196ch
囲碁・将棋
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ハイビジョン化チャンネル

ハイビジョン化チャンネル

新規導入チャンネル

鉄道マニアが楽しめる本格的鉄道番組から、ライトな鉄道ファンも楽しめる
紀行バラエティ、観光列車紹介、他にもニュース番組や前面展望だけのヒー
リング番組までラインアップ！日本で唯一の鉄道専門チャンネル！

「旅する観光列車～あの絶景と絶品グルメを求めて～」
© EXPRESS Co., Ltd.

プロレス・格闘技の注目大会を毎月生中継！その他最新ニュース、バラエ
ティ、アーカイブ、オリジナル番組で最強ラインナップ！

©新日本プロレス

夢と感動に満ちた宝塚歌劇の魅力を、舞台、ニュース、オリジナル番組など多
彩なラインアップでお届けする、宝塚歌劇専門チャンネル。

©宝塚歌劇団　©宝塚クリエイティブアーツ

人気の韓流、華流がいっぱい！充実の韓国ドラマはいつでも一挙放送中。話
題の映画やBLドラマも満載！！

韓国ドラマ「女神降臨」
 ⓒSTUDIO DRAGON CORPORATION

ドラマ・アニメ・音楽・バラエティ…最新作から名作まで日テレの番組が満
載！2.5次元舞台、声優、鉄道、麻雀などのオリジナル番組も充実。「それい
け！アンパンマン」「名探偵コナン」絶賛放送中！

「それいけ！アンパンマン」
Ⓒやなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

101
ch 鉄道チャンネル

ファミリー

【日本初！ダンス専門テレビ局】ストリート、キッズ、中・高ダンス部、チア、フ
ラ、社交、エクササイズ、K-POP、アイドルダンス、ダンスボーカルグループ
…あらゆるダンス満載！見て、踊って、ダンスがもっと好きになる★

「第41回三笠宮杯 全日本ダンススポーツ選手権」
©ダンスチャンネル
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ダンスチャンネル 
by エンタメ～テレ

新規導入オプションチャンネル
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FIGHTING TV
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アジアドラマチック
TV（アジドラ）
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日テレプラス 
ドラマ・アニメ・音楽ライブ

オプションチャンネル
月額1,980円（税込） 154

ch
タカラヅカ・スカイ・
ステージ

オプションチャンネル
月額2,970円（税込）

ファミリー

ファミリー
ベーシック

ファミリー
ベーシック

狭山ケーブルテレビ株式会社
公式キャラクター
「ちゃっぴぃ」

本放送開始と同時に旧チャンネルのご視聴・録画はできなくなりますので、ご注意ください。

本放送開始と同時に旧チャンネルのご視聴・録画はできなくなりますので、ご注意ください。

試験放送  ▶  5月17日（火）10時0分～

本放送 ▶ 6月1日（水）0時0分～
試験放送  ▶  4月16日（土）10時0分～

本放送 ▶ 5月1日（日）0時0分～新規チャンネル導入 ハイビジョン化第1弾 ハイビジョン化第2弾


