
                            2022 年 8 月 24 日 

株式会社ベイ・コミュニケーションズ 

 

 

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  9 月 25 日（日）開催～ 

 

阪急阪神ホールディングスグループの株式会社ベイ・コミュニケーションズ（ベイコム、本社：大阪市

福島区、代表取締役社⾧：竹間 郁夫）は、北は北海道、南は沖縄までの全国 38 社※1 のケーブルテレビ

が参加するオンライン e スポーツの全国大会『CATV Online Challenge CUP』（以下、COCC）に参画し、

9 月 25 日(日)に第 1 回となる大会（以下、本大会）を開催いたします。 

 CATV Online Challenge CUP  

 C：協力：Collaboration 

 A：地域：Area 

 T：挑戦：Try 

 V：勝利：Victory 

「地域同士が協力！ 新たな挑戦を行い 楽しく勝利を掴もう！」                     

                     がテーマです。 

 

この取組みは、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟が策定した『2030 ケーブルビジョン※2』の 

業界内外パートナーシップによる連携サービスの実現、新しい価値の創出を目指し、全国 38 社のケーブ

ルテレビ事業者の連携による実行委員会形式で開催いたします。 

本大会は、YouTube でライブ配信します。 

 

 ゲームタイトルは、幅広い世代に人気で e スポーツ大会でも実績のある大人気チーム戦略バトルゲー

ム「Pokémon UNITE（ポケモン ユナイト）」で行い、日本全国どなた様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オンライン e スポーツ大会となります。 

 

スペシャルゲストとしてポケモン番組をレギュラーで持つ「あばれる君」をはじめ、実績のある e スポ

ーツキャスター、プロ e スポーツチームに所属するストリーマーの方々をゲストに実況・解説を行いま

す。また、参加者の皆様には、スペシャルゲストとオンライン対戦できるエキシビションマッチも予定し

ており、大会の模様はインターネットライブ配信でお楽しみいただくことができます。 

 

当社も今回の取組みに参画することで、コミュニティチャンネルや光通信回線と連携した新しい地域

サービスについて、今後検討を進めていきますので、多くの地元の皆様に参加いただきますようよろしく

お願いいたします。 

  

COCC イメージロゴ 



【イベント概要】 

■イベント名  

CATV Online Challenge CUP   

オンラインで開催、ライブ配信あり 

公式サイト：https://www.catvocc.jp/ より YouTube でご覧いただけます。 

 

■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！』 

CATV は、「Common Antenna TeleVision」又は「Community Antenna TeleVision」の略ですが、 

全国のケーブルテレビ各社が連携して行う初のオンライン e スポーツ大会であるため、新たに意味を定

義しました。 

C：協力:Collaboration A：地域:Area  T：挑戦:Try  V：勝利:Victory 

 

■開催日 

2022 年 9 月 25 日(日) 10:00～18:00 ※時間は現時点での予定 

 

■ゲームタイトル 

Pokémon UNITE （ポケモン ユナイト） 

発売・販売 株式会社ポケモン 基本プレイ無料 対応機種 Nintendo Switch iOS・Android 

 

■イベント形式  

最大 128 チーム（5 名/チーム）より、予選をダブルエリミネーション、決勝トーナメントをシングルエ

リミネーション方式で行う。 

 

■ゲスト 

・スペシャルゲスト：あばれる君  

ポケモン番組のレギュラーを務め、自身の YouTube でもポケモンに関する動画を数多くアップするな 

ど、ポケモン好きとして知られている。 

 

・実況：水上 侑 e スポーツキャスター  

実況タイトル総数 30 本超えを誇る e スポーツキャスター。FPS、格闘ゲーム、MOBA、カードゲーム等、

あらゆるジャンルに精通しており、新作旧作問わず幅広いタイトルの実績の持ち主。 

「Pokémon UNITE」の公式大会の実況／解説を務めながら、自身でも大会を定期的に開催するなど、コ

ミュニティ作りや大会運営活動にも励んでいる。 

 

・解説：ajun（あじゅん） 

BC SWELL 所属ストリーマー。Pokémon UNITE 公式大会など数多くの大会で優秀な成績をおさめてい

るだけでなく、公式大会「ポケモンユナイト甲子園」の実況経験も持つ。 

 

・オンラインゲストプレイヤー：Obuyan（おぶやん） 

e スポーツストリーマー。Pokémon UNITE 公式大会など数多くの大会で優秀な成績をおさめている。 

自身での Pokémon UNITE コミュニティ大会の開催や実況動画など、精力的に活動中。 



 

■参加費  

無料 ただし、参加いただくためのプレイ環境・通信環境等は参加者様でご準備をお願いいたします。 

 

■参加資格  

全国どなたでもご参加いただけます。 

 

■エントリー期間  

2022 年 9 月 1 日（木）～2022 年 9 月 21 日（水）時間未定  

公式サイト https://www.catvocc.jp/ よりエントリーください。 

 

■主催 

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 

ケーブルテレビ事業者 38 社に加え、(一社)日本ケーブルテレビ連盟 https://www.catv-jcta.jp/  

で構成されます。 

 

■運営協力 

株式会社 JCG  https://www.jcg.co.jp/ 

 

■その他詳細について  

公式サイト https://www.catvocc.jp/ をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

※1 参加ケーブルテレビ事業者 38 社 都道府県順（拠点） 

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 

 

 



※2 2030 ケーブルビジョン https://www.catv-jcta.jp/jcta_news/detail/2005 

 （一社）日本ケーブルテレビ連盟は、ケーブル テレビ業界が、地域とともに成⾧し、更なる発展を 

  遂げるために、2030 年に向けて業界が担うべき ミッション、目指すべき姿及びアクションプラン

を 2021 年 6 月に策定したもの。 

 

運営等の事情により、予告なく内容を変更する場合がございます。  

最新のイベント情報は公式サイト https://www.catvocc.jp/ をご覧ください。 

 

 

【株式会社ベイ・コミュニケーションズの会社概要】 

１．本社 大阪市福島区海老江 1 丁目 1 番 31 号 

２．資本金 4,000,000,000 円 

３．設立 1991 年 4 月 1 日 

４．主な事業内容 登録一般（有線テレビジョン）放送事業 電気通信事業 

５．サービスエリア 大阪市西部、尼崎市、伊丹市、西宮市 

６．対象世帯数 93.5 万世帯 ※内接続世帯数 86.7 万世帯（93%） 

７．加入世帯数 テレビサービス 15.7 万世帯（再送信含む。） 

      インターネットサービス 24.8 万世帯 

（対象世帯数及び加入世帯数は 2022 年 5 月末現在） 

  

【お問い合わせ先】 

株式会社ベイ・コミュニケーションズ 経営企画室 SS チーム 

担当 ： 宮崎 栗林 塩原 

連絡先： 06-7176-8672（9:00~17:45／平日） 

 

 

 

以上 

 


