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開催テーマ

テーマは

「つながる魅力 広がる楽しさ」
地域密着放送メディアとして業界の発展につながるイベントを目指します。
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開催概要

■開催目的
業界関係者（企業）を対象としたB to Bイベントでは、業界連携の強化・資質向上を目的とした
セミナーや意見交換会を実施。
一般の方を対象としたB to Cイベントではケーブルテレビの魅力・利便性を広くアピールし、
加入促進・解約防止に繋がるイベントとします。

タ イ ト ル ケーブルフェスタ2021

開 催 日
2021年10月8日（金）：関係者対象（B to B)
2021年10月9日（土）・10月10日（日）：一般来場者を対象（B to C）
2021年10月9日（土）：加入者対象（特別試写会）

開 催 時 間
10月8日（金）10：00～17：00
10月9日（土）10：00～18：00 10月10日（日）10：00～16：00

会 場
ホテル名古屋ガーデンパレス（名古屋市中区錦3丁目11-13）
オアシス21 銀河の広場（名古屋市東区東桜1）
伏見ミリオン座（名古屋市中区錦2丁目15-5 ）

主 催 日本ケーブルテレビ連盟 東海支部

入 場 料 無料

後 援
（ 予定）

総務省東海総合通信局/NHK名古屋放送局/（一社）日本ケーブルテレビ連盟
（一社）日本CATV技術協会中部支部

協 力
（ 予 定 ）

栄公園振興㈱/ホテル名古屋ガーデンパレス

 

ホテル名古屋ガーデンパレス

オアシス21

伏見ミリオン座
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全体タイムスケジュール

日程

第3会場

セミナールーム 展示スペース メディア見本市 コミュニティカフェ ステージ 展示スペース ステージ 展示スペース ステージ 展示スペース

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

基調講演

撤収/撤去 撤収/撤去
表彰式

ケーブル
パーティー

ホテル名古屋ガーデンパレス

出展社準備 開催準備

ケーブル
セミナー

ブース展示 メディア見本市
コミュニティカフェ

開催

第2会場

10月10日（日）

第2会場

10月8日（金）

第1会場

10月9日（土）

オアシス21　銀河の広場 オアシス21　銀河の広場

第2会場

リハーサル

機材搬入
会場設営

オアシス21　銀河の広場

伏見ミリオン座

準備

加入者謝恩
イベント

撤去/撤収

撤収/撤去

リハーサル

ステージイベント
開催

ブース展示

リハーサル

ステージイベント
開催

ブース展示
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B to B イベント
開催概要

２０２１年１０月８日（金）
第１会場 ホテル名古屋ガーデンパレス
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全体構成

ケーブルセミナー

開 催 日 時：10月8日（金） 10：00～17：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

鼓の間・錦の間・竹の間・梅の間・葵の間
対 象：業界関連
内 容：技術・営業・編成制作・コンテンツ関連

業界動向・各委員会公募セミナー
出展社セミナー

特別講演

開 催 日 時：10月8日（金） 17：00～18：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

鼓の間
対 象：管理職・経営者層
内 容：未 定

関連企業展示会

開 催 日時：10月8日（金） 10：00～17：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

翼の間・ホワイエ
対 象：業界関連
内 容：加入促進提案・各種業務代行提案

ＩＴソリューション・ネットワークシステム
各種管理システム・各種放送機器
通信機器システムの展示

ケーブルパーティー

開 催 日 時：10月8日（金） 18：30～20：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

明倫の間
対 象：業界関連

け～ぶるガールズカフェ

開 催 日 時：10月8日（金） 10：00～17：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

5F 松の間
対 象：来場者全員

メディア見本市

開 催 日 時：10月8日（金） 10：00～17：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

桜の間
対 象：ケーブルテレビ局 編成制作
内 容：番組制作に係わるビジネスマッチング

サプライヤーによる番組紹介

しゃべくり2021

開 催 日 時：10月8日（金） 11：00～15：00
会 場：ホテル名古屋ガーデンパレス

栄の間
対 象：ケーブルテレビ局若手社員
内 容：テーマに沿った内容の悩み・相談等、

他局との情報交換
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レイアウト案

商談スペース

ホテル名古屋ガーデンパレス 2Ｆ

ホワイエ Ｂブース

各セミナー会場への通路に
あたるので人通りが多く、
来場者との接触率が高い
スペースです。

桜の間 メディア見本市

オペレータによる番組流通や
番組制作に係わるビジネス
マッチングやサプライヤーによる
番組紹介やプレゼンスペースでの
PRも可能です。

大きめのブースと商談スペースがあり、
セミナー間の休憩の場所としての
ご利用可能です。

翼の間 Ａブース
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B to C イベント
開催概要

２０２１年１０月９日（土）・10日（日）
第2会場 オアシス21 銀河の広場
第3会場 伏見ミリオン座
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全体構成

専門チャンネルブース展示

開 催 日 時：10月9日（土） 10：00～18：00
10日（日） 10：00～16：00

内 容：番組供給事業者による各種番組・
チャンネル紹介

ステージイベント

開 催 日 時：10月9日（土） 10：00～18：00
10日（日） 10：00～16：00

内 容：け～ぶるＧｉｒｌｓライブや
ＮＨＫキャラクターショーなど

加入者謝恩

開 催 日 時：10月9日（土） 10：00～18：00
10日（日） 10：00～16：00

内 容：加入者の方へプレゼント引換券を発行し、
会場にて交換

ケーブルテレビコーナー

開 催 日 時：10月9日（土） 10：00～18：00
10日（日） 10：00～16：00

内 容：ケーブルテレビのサービスについての
質問や相談受付

加入者限定特別試写会

開 催 日 時：10月9日（土） 12：30～15：00
会 場：伏見ミリオン座
対 象：ケーブルテレビ加入者
内 容：スターチャンネルＰｒｅｓｅｎｔｓ

特別試写会
作品未定

広域生中継

開 催 日 時：未定
内 容：ステージやブースの模様を生中継
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レイアウト案

ＮＨＫ名古屋放送局

セントラルパーク 地下鉄栄駅

展示スペース

ジャンルごとに配置します
番組紹介やミニゲーム等を展開

主催者ゾーン

相談会コーナー
来場者プレゼント引換コーナー

相談会

ステージ

キャラクターショーや
け～ぶるＧｉｒｌｓライブ等

ＮＨＫブース

ふれあい広場

ケーブルテレビ局キャラクターや
サプライヤーのアニメキャラクター
などの撮影会および握手会を実施
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第1会場

■名称/オアシス21 銀河の広場
■所在地/名古屋市東区東桜1-11-1
■ＴＥＬ/052-962-1011 ＦＡＸ/052-962-1013
■管理/栄公園振興株式会社
■アクセス/地下鉄東山線・名城線栄駅下車
■ＵＲＬ www.sakaepark.co.jp

第2会場

■名称/ホテル名古屋ガーデンパレス
■所在地/名古屋市中区錦3丁目11-13
■ＴＥＬ/052-957-1022 ＦＡＸ/052-957-1727
■アクセス/地下鉄東山線・名城線栄駅下車
■ＵＲＬ www.hotelgp-nagoya.com
■駐車場/６４台

第3会場

■名称/伏見ミリオン座
■所在地/名古屋市中区錦2丁目15-5
■TEL/052‐212‐2437
■管理/スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社
■アクセス/地下鉄東山線・鶴舞線伏見駅下車
■ＵＲＬ http://www.eigaya.com

会場概要
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来場者数推移

■ホテル名古屋ガーデンパレス会場（ＢｔｏＢ）

2019 2018 2017 2016 2015 2014

セミナー申込人数 1,671 528 760 753 889 873

セミナー申込受講総人数 1,778 1,305 1,565 1,763 1,711 1,650

パーティー有料出席人数 310 307 324 318 307 322

出展ブース数 46 46 50 49 59 60

ｾﾐﾅｰ・意見交換会ﾃｰﾏ数 40 40 50 44 38 37

■オアシス２１会場　他（ＢｔｏＣ）

2019 2018 2017 2016 2015 2014

土曜日来場者数 36,178 36,618 33,821 39,375 36,896 40,623

日曜日来場者数 35,611 32,293 29,401 35,327 36,198 32,136

二日間来場者数 71,789 68,911 63,222 74,702 73,094 72,759

※ケーブルフェスタ2020は新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止
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新型コロナウイルス感染予防対策における開催について

コロナ禍におけるケーブルフェスタ2021の開催について、以下のように対策します。

■ガーデンパレス会場（B to B)

・ケーブルセミナー/基調講演 ：聴講者の検温実施、入場者数制限（定員の半数）、オンライン配信（一部）

セミナー枠の制限（会場内の消毒・換気のため）

・展示会（翼の間・ホワイエ）：出展社数を例年の半数程度 密になりにくいレイアウト

・メディア見本市（桜の間） ：入場者数の検温実施、入場者数・出展社数の制限、オンライン展示会開催

・ケーブルパーティー ：開催時期の状況により開催もしくは中止

■オアシス会場（B to C)

・ステージ ：観客の入場者数制限（定員の半数）、ステージ枠の制限（例年の半数程度）

・ブース ：出展社数を例年の半数程度に減らし、通路幅を広く取り、密になりにくい

レイアウト。 共有部の徹底消毒

■第3会場（伏見ミリオン座）

・特別試写会 ：「映画館における新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン」に準ずる


