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各  位 
 

USEN、モバイル放送向けに魅力的な音楽番組コンテンツを提供 
～USEN 440 から厳選された音楽・音声コンテンツが屋外や移動中でも聴取可能に～ 
 
株式会社有線ブロードネットワークス（本社：東京都千代田区、代表取締役：宇野康秀、

以下 USEN）は、モバイル放送株式会社（本社：東京都中央区、社長：溝口哲也、以下 モ

バイル放送）が運営する衛星デジタル放送サービス「モバイル放送」において音楽・音声

全 30 チャンネル中、最新 J-POP から、80’s、クラブミュージック、演歌等、過半のコンテ

ンツを提供致します。 
 
モバイル放送では、豊富な音楽コンテンツを持つ USEN から番組提供を受けることにより、

ジャンルを問わず、全国の多数のリスナーから寄せられたリクエストに応える楽曲を 24 時

間コマーシャルフリーで放送可能になります。音楽チャンネルに加え、人気の高いラジオ

英会話講座、海外ニュース放送や国内 FM 放送なども USEN を経由し全国のあらゆる場所

でお楽しみいただけます。 
 
USEN はこれまで同軸ケーブルによる「USEN 440」と衛星を使用した「SOUND PLANET」
の放送サービスを提供してきましたが、技術的な問題から移動体へのサービス提供が困難

となっていました。一方、車両等の移動体端末向けコンテンツ配信サービスは、米国にお

いて「XMRadio」などが既にサービスを提供しており、サービス開始後、現在まで約 2 年

半の間に約 170 万ユーザーを獲得するなど巨大なマーケットに成長しています。 
 
USEN としては有線放送事業で蓄積した楽曲収集及び編成スキルを生かし、モバイル放送

に音楽番組コンテンツを提供することにより、永らくリスナーのニーズの高かった移動体

へのサービス提供を可能にするとともに新たな顧客層の拡大を目指します。 
 
(添付)モバイル放送提供によるチャンネル一覧 
 

【本件に関するお問い合わせ】 

株式会社有線ブロードネットワークス 社長室

広報担当 鈴木・岡根 

ＴＥＬ：03-3509-7104 ＦＡＸ：03-3509-7103

E-mail：public-relations@tk.usen.co.jp 
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音楽・音声チャンネル  

●Mobile Recommends 

チャンネル 301 ～303、305 および 306 はモバイル放送のオリジナルチャンネルです。 

Ch.301   【Ｍｏｂｉｌｅ301】  

毎週 28 組の話題の有名人がセルフプロデュース「Someone Produce」。 

ある年にスポットを当て、その年のヒット曲や、当時の流行をコント仕立てで紹

介していく「James In Your Pocket」。毎朝 8：00～10：00 には、ハロープロジ

ェクトでおなじみ、ココナッツ娘。のアヤカちゃんが、アナタに元気のおすそわ

けをします！ 

Ch.302   【小林克也チャンネル】  

King of DJ 小林克也が、24 時間 365 日、責任選曲・プロデュースする、日本初の

音楽チャンネル。ユーザーからのメール紹介はもちろん、スタジオ招待企画も開

催。伝説の「スネークマンショー」の復活もあるかもしれません。 

Ch.303   【レッドシューズ】 

華々しく復活を遂げた伝説の社交場「レッドシューズ」がモバイル放送に登場！

レッドシューズの熱い空気を皆様にお届けします。   

Ch.304  【rockin’on】   

発行部数 30 万部を誇る ROCK 専門音楽誌「rockin’on」とのコラボレート・チャ

ンネルです。  

Ch.305   【オリコン】 

毎週金曜発売の週刊エンタテインメント誌「oricon style」のチャートと連動。現

在日本で売れている曲 1～50 位と初登場曲をいち早くチェックできる「ウィーク

リーMOC」。DVD、ゲーム、アニメ DVD、洋楽チャートをチャートマスターに

よる紹介でお届けする「エンタメ MOC」。アーチスト特集もあります。 

Ch.306   【Billboard Station】  

世界初のビルボードミュージックチャンネル「Billboard Station」では“ビルボ

ード”に刻まれた音楽の歴史を体感できる洋楽専門チャンネルです。全米最新ヒ

ットシングル、アルバムソングから、過去のヒットチャート～オールディーズま

で時代を超えて、そして Rock、R&B、Blues から Hip Hop といったあらゆるジ

ャンル＆チャートを網羅しています。 

 

●USEN Best Selection 

USEN が誇る人気チャンネルから厳選した究極の 11ch。 

Ch.321   【J-POP チャート】  

USEN全国リクエストセンターへのJ-POPリクエスト総合計を基に作られたチャー

ト上位２０曲と推薦曲をヘビーローテーションします。 
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Ch.322  【J-POP セレクト】 

最新ヒット曲からビート系、ヴィジュアル系、フォーキー系、J-R&B など幅広く

J-POP を取り上げ紹介しているチャンネルです。 

Ch.323  【J-POP ドライブ】 

ドライブ・ミュージックとして J-POP や J-ROCK、J-R&B のなかからアップテ

ンポで気持ちの良い楽曲を集めて構成してるチャンネルです。 

Ch.324  【J-POP80’s】  

80 年代に発表された歌謡曲をセレクトしたのが本チャンネルです。誰もが口ずさ

めるヒット曲からマニア感涙の隠れ名曲まで幅広い選曲で紹介しています。  

Ch.325  【フォーク大全集】   

60 年代中ごろからのカレッジフォーク、60 年代後半から 70 年代初頭にかけての

アングラフォーク、70 年代中ごろから 80 年代にかけてのニューミュージックま

で幅広く紹介します。 

Ch.326  【ナツメロ大全集】   

作曲家中村泰士氏を監修に迎え今の J-POP ではない、かといって演歌ではだめと

いう音楽から離れてしまったオトナたちに向けて心に響き渡る名曲の数々をたっ

ぷり紹介します。 

Ch.327  【演歌名曲集】  

日本人の心の歌といわれる「演歌」の楽曲をお送りしていきます。 

 

Ch.328  【クラブミュージック】   

今流行の TRANCE、HARD HOUSE から HIP HOP、DANCE CLASSICS そして J-POP ま

でとにかくあらゆるジャンルの DJ ミックスをお送りします。 

Ch.329  【ポピュラー80’s】    

それまでは一部の人たちが愛好していたロックやポップスがお茶の間に普及する

ほど急成長を遂げた 80 年代。その 80 年代のサウンドをお楽しみいただけます。 

Ch.330  【ポピュラーバラード】  

ロマンティックなムード作りに最適なラヴバラードを「かゆいところに手が届く選

曲」でお送りします。 

Ch.331  【名曲サウンドトラック】   

名画には必ずといっていいほど心に焼きつくテーマ曲があります。50 年代から 70

年代の名作洋画のサウンドトラックからインストゥルメンタルの楽曲をお送りい

たします。 

●Jazz & Classical 

Ch.341  【Jazz8】  

ベテランから新人まで話題のジャズ・ミュージシャンがゲストで登場。貴重な海外

ライヴや若手トップ・プレイヤーの国内ライヴリポート、新譜の紹介もあるジャズ

専門チャンネルです。 

Ch.342  【Classic7】  
海外放送局の提供ライヴや国内ライヴを毎週放送。音楽専門誌と連動した新譜紹介、

アーチスト別やテーマ別の特集など魅力満載のクラシック専門チャンネルです。 
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●NEWS 

Ch.401  【ニュース】  

ニュース専門チャンネルを予定しています。 

Ch.402  【マーケットチャンネル】  

人気キャスターによるリアルタイムのマーケット解説を軸に、アナリストの市場分

析や、経済記者による企業レポートなど。個人投資家、経済界・金融界で活躍する

ビジネスパーソンに、総力取材のライブコンテンツを連日お届けします。 

 

●Ｅｎｇｌｉｓｈ 

Ch.411  【英会話】NHK ラジオ第 2 の人気ラジオ講座他を毎日お届けする予定です。 

Ch.412  【ＢＢＣ】 英語ニュースチャンネルは、英国内外のニュース、政治・経済問題、ビジネス、

スポーツ、アート、音楽、カルチャー番組、ドキュメンタリーなどを幅広くお届けします。 

 

●海外ＦＭセレクション： 

日本初上陸の海外ＦＭ。アメリカ西海岸のＦＭをリアルタイムでお楽しみいただけます。  

 

Ch.421  【KKJZ (Jazz&Blues)】 

全米でも最も高い評価を得ているロサンゼルス地域唯一の24時間ジャズFM局です。 

Ch.422  【FM94/9 (Alternative Rock)】 

サンディエゴ発のハードロック系からアコースティック系ロックまで、幅広い知識

の DJ のセンスが光った選曲が売りのＦＭ局です。 

Ch.423  【KSON (Country)】  

サンディエゴでトップの視聴者を持ち、40 年以上の歴史を持つチャンネル。人気

ベテラン DJ 選曲の最新カントリー・サウンドは、まさにアメリカそのものです。  

Ch.424  【KELLY (Ａｄｕｌｔ Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ)】 

アメリカントップ 40 とは一味違った局オリジナル編成のリアルタイム・アメリカ

ン・ヒットが堪能出来る FM ステーション。愛称は「KELLY（ケリー）」です。  

Ch.425  【KKBB (R&B Oldies)】 

70 年代、80 年代中心の R&B オールディーズ専門チャンネル。ブラック・ミュー

ジックの王道でグルーヴ感満点。愛称は「GROOVE(グルーヴ)」です。 

 

 

●ＦＭセレクション 

Ch.431  【国内ＦＭ】 国内人気 FM STATION を予定しています。 

Ch.432  【ＦＭ802】 関西発の“FUNKY MUSIC STATION”こと FM802 を 24 時間リアルタイムで

全国にお届けします。 

 

ＢＢＣ 

ニュース 

国内ＦＭ 
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映像チャンネル 

Ch.001  【チャンネルＯＮＥ】 （月～金） 

モバイル放送ならではのオリジナル番組のほか、新メディアの自由度を生かし、既

存人気チャンネルの看板番組を総合編成。サービス開始時の番組供給予定チャンネル

は、カミングスーンＴＶ/トラベラーズＴＶ/グルメ旅★ＦｏｏｄｉｅｓＴＶ/旅チャンネル/ＭＯＮＤ

Ｏ２１/ミュージック・エア･ネットワーク/Ｊ ＳＰＯＲＴＳ/阪神タイガース 他  

      

    

        【ＴＡＫＡＲＡＮＤ】（土・日） 

移動中に気軽に楽しむことのできるショートコンテンツを中心に、アニメーション

やバラエティ番組が楽しめます。 

また、ここでしか観ることのできないオリジナル番組も満載です。 

Ch.011  【モバイル．ｎ】 

国内外の総合ニュース番組を中心にスポーツ･ドラマなど多彩なジャンルの番組を

楽しんでいただく総合チャンネルです。 

Ch.014  【ＮＮＮ２４】 

ＮＮＮ24 は最新ニュースを２４時間お伝えする日本テレビのニュースチャンネル

です。どこよりも早く、正確に、知りたい時に知りたい情報を 24 時間お伝えします。 

Ch.015  【日経ＣＮＢＣ】 

日経ＣＮＢＣは、日本経済新聞と CNBC-ASIA の共同出資による、２４時間経済チャ

ンネルです。日本経済新聞とＮＢＣの取材力をフルに生かし、世界のマーケット・

経済情報をリアルタイムでお送りします。 

Ch.033  【ＴＢＳチャンネル】 

ＴＢＳの半世紀にわたる超人気番組を集めた最強の総合エンターテイメントチャ

ンネル。ドラマ・バラエティ・音楽・アニメ・スポーツ・オリジナル番組などを 

２４時間放送中！幅広い年代の方々にお楽しみいただけるチャンネルです。  

Ch.035  【ＭＴＶ】 

世界中の音楽とポップカルチャーをリードする音楽エンターテインメント専門 

チャンネル。洋楽・邦楽をミックスした編成で、ＭＴＶでしか実現できないライブ、

インタビュー、最新情報、ビッグイベントなどを日本はもちろん世界中からお届け

します。 

Ch.081  【グリーンチャンネル】（予定） 

中央競馬中継（ＥＡＳＴ）を中心に、レースリプレイや参考レースＶＴＲやレース

分析といった勝ち馬検討に役立つ情報も満載。競馬ファン注目のプレミアムチャン

ネルです。 
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データ情報サービス 

以下の約 60 タイトルのデータ情報をお届けします。 

 

ニュース 
ジャンル別ニュース、フォトニュース、 

英文ニュース 
趣味娯楽 心理テスト、クイズ、グラビア ほか 

天気予報 今日明日の天気、週間予報、天気図 くじ ナンバーズ結果、ｔｏｔｏ結果 ほか 

ビジネス ビジネスイベント、新商品情報 ほか 英会話 英単語、お役立ち表現 ほか 

スポーツ 最新ニュース、ゴルフレッスン ほか コラム 毎日新聞 余録 ほか 

カ ル チャ

ー 
新刊情報、新作映画情報、ランキング ほか 番組紹介 今日のオススメ番組 ほか 

生活 今日はどんな日、占い ほか お知らせ キャンペーン情報 ほか 

 

イメージ 

 

（Ｃ）毎日新聞社 （Ｃ）ＴＤＮ（Ｃ）アルク

■くじ結果 ■フォトニュース  ■英会話 


