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「ひかりＴＶ」は、放送と VOD の両サービスにおいて 4K 映像および HDR 対応の 4K 映像を提供する国内
で唯一のサービスとして、今後も、最先端技術を利用したコンテンツの提供に努めていきます。
で唯一のサービスとして、今後も、最先端技術を利用したコンテンツの提供
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■生中継
生中継概要
◆放送日時
◆放送チャンネル

： 2017 年 9 月 23 日（土） 18：
：40～21：00
： 【HDR
HDR 対応 4K-IP
IP 放送／4K--IP 放送】
・ひかりＴＶチャンネル ４Ｋ （Ch104
Ch104）
※
※HDR
（HLG 方式）非対応 4K テレビをご利用の方は、4K
テレビをご利用の方は、 画質で
画質でのご視聴となります。
のご視聴となります。

【HD
HD 画質による IP 放送】
・ひかりＴＶチャンネル２（Ch102）
・ひかりＴＶチャンネル２（Ch102
※モバイルアプリ「ひかりＴＶどこでも」でも放送します。
※モバイルアプリ「ひかりＴＶどこでも」でも放送します。

◆視聴料金

： 「ひかりＴＶチャンネル ４Ｋ」および「ひかりＴＶチャンネル２」は、「ひかりＴＶ」の
お値うちプラン、テレビおすすめプラン、ビデオざんまい
お値うちプラン、テレビおすすめプラン、ビデオざんまいプラン、基本放送プラン
プラン、基本放送プラン
にご加入の方ならどなたでも、プラン料金内でご覧いただけます。
にご加入の方ならどなたでも、プラン料金内でご覧いただけます。

※1 2017 年 8 月現在。株式会社 NTT ぷらら調べ。
ぷらら調べ
※2 「ひかりＴＶ」の IP 放送（テレビサービス）は株式会社アイキャストが提供するサービスです。
※3 悪天候等で「九州一花火大会」
悪天候
「九州一花火大会」が中止に
が中止になった場合は、生中継も中止いたします。
、生中継も中止いたします。
、生中継も中止いたします。また「九州一花火大会」決行の場合も、当日の天候の
また「九州一花火大会」決行の場合も、当日の天候の
状況により 4K 対応ドローンの飛行・撮影
対応ドローンの飛行・撮影を行わない場合があります。
を行わない場合があります。
※4 HDR とは、従来の 4K 映像の高精細さに加え、画面に映し出された映像を鮮やかに表現します。明るい部分をさらに明るく、そして暗い部
分をより暗く映し出し、肉眼で認識する色と同等の自然な色合いを表現するため高臨場感を味わうことができます。
※5 ドルビーアトモスとは、頭上を含め部屋のあらゆる位置に特定の音を定位または移動させることで多次元サウンドを表現できる音響技術で
す。視聴者は部屋のどこにいても立体的サウンドを体感でき、生き生きとした臨場感あふれるエンターテインメントを楽しむことができます。
※6 VOD とは、ビデオオンデマンドの略です。HDR
とは、ビデオオンデマンドの略です。
対応 4K--VOD が視聴できるテレビ機種については、ホームページをご覧ください
(https://www.hikaritv.net/4k/description/#section2
https://www.hikaritv.net/4k/description/#section2
https://www.hikaritv.net/4k/description/#section2)

□「ひかりＴＶ(ティービー
□「ひかりＴＶ
ティービー)」について
」について
「ひかりＴＶ」は、ネットを通じてご自宅のテレビやパソコン、スマートフォン・タブレット端末などさまざまな機
器*1 で、人気の映画やドラマ、アニメなどのビデオ作品や専門チャンネル、さらにはクラウドゲームや音楽配
信サービスなどをお楽しみいただける総合ライフエンターテインメントサービスです。｢テレビサービス*2」では、
人気の専門チャンネルや地上デジタル放送*3、BS
、
デジタル放送を最大 104 チャンネル
チャンネル*4 提供しており、すべ
てのチャンネルが HD 画質(ハイビジョン
ハイビジョン)によりご覧いただけます。また、お好きな時間に楽しめるビデオオン
によりご覧いただけます。また、お好きな時間に楽しめるビデオオン
デマンド(VOD)
(VOD)として、「ビデオサービス」や「カラオケサービス」約
として、「ビデオサービス」や「カラオケサービス」約 117,000 本*4 を提供しています。「ビデオサ
ービス」では 13,000 本*4 を見放題対象作品として提供しています。また、国内で初めて 4K による放送サービ
スと VOD サービスの両サービスを提供しており、秒間 60 フレーム(60p)
(60p)の高品質映像で、ドラマや映画、ドキ
の高品質映像で、ドラマや映画、ドキ
ュメンタリーなど多数の作品を提供しています。詳しくは、ひかりＴＶホームページ(https://www.hikari
ュメンタリーなど多数の作品を提供しています。詳しくは、ひかりＴＶホームページ
の作品を提供しています。詳しくは、ひかりＴＶホームページ https://www.hikariｔｖ.net/
https://www.hikari .net/)
をご覧ください。
*1 一部利用できないサービスがあります。 *2 テレビ((放送)サービスは、株式会社アイキャストが提供しています。
サービスは、株式会社アイキャストが提供しています。
*3 地上デジタル放送は、
地上デジタル放送は、20 都道府県で提供しています。 *4 2017 年 7 月現在。
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