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大学生情報サイト『CampusNavi』
学生向け情報番組「CampusNavi.TV」

が展開する
が、2010 年 1 月より、

地上波Ｕ局４局（TOKYO MX、三重テレビ、サンテレビ、ＫＢＳ京都）で放送開始！
全国のミスキャンパス１１名がキャスターとして出演！
ミスキャンパスが、番組を通じて「日本を元気に」します！！
TOKYO MX、三重テレビ、サンテレビ、ＫＢＳ京都と、ヤングマーケット等の世代別のメディア開
発事業を行う株式会社ゲッティコミュニケーションズ（本社：東京都港区／代表：今城和志）のグルー
プ会社で、マルチメディア放送向け番組の配信事業を行う株式会社ＣＮＢroadcasting（以下ＣＮＢ／
本社：東京都港区／代表：大和亮介）は、ＣＮＢが企画・制作する学生向け情報番組「CampusNavi.TV」を、
2010 年 1 月より、各局で放送を開始いたします。
「CampusNavi.TV」では、全国の大学学園祭のミスキャンパス１１名（09 年ミス上智大学 早川 真理
恵、09 年ミス学習院大学 齋藤 由佳、09 年ミス同志社大学 松岡 史子、09 年ミス関西学院大学 吉川 亜樹、
09 年ミス同志社女子大学 外薗 真衣、08 年ミス横浜国立大学 片田 麻依、08 年ミス東京女子大学 戸室
穂美、07 年ミス東京理科大学 宮崎 憲子、09 年ミス首都大学東京 橋口 加奈、09 年ミス横浜市立大学
岩田 明子 他）をキャスターに起用し、
“刺激なんてカンタンだ!”をキャッチフレーズに、こんな時代だ
からこそ、平凡な日常から抜け出し、視界を広げ、自分を磨き、刺激的な生活を送るためのヒントをお
届けしてまいります。また、番組では、近い将来の日本を支える「将来世代」として、大学生が「地域
を元気に」し、「日本を元気に」することをテーマに、大学の顔として選出されたミスキャンパスが、
大学生の「元気の象徴」として、地域活性化や社会問題などを体当たりでレポートしてまいります。
「CampusNavi.TV」は、学生向け情報サイト CampusNavi（http://www.campusnavi.com）（註 2）での
インターネット配信に加え、2009 年 7 月より、株式会社エフエム東京と共同で、福岡ユビキタス特区（註
3）での 3 セグメントマルチメディア放送サービス実験に参加し、番組を配信してまいりましたが、今
回、東名阪の地上波Ｕ局４局（TOKYO MX、三重テレビ、サンテレビ、ＫＢＳ京都）での放送を開始
することにより、視聴者層の更なる拡大を図ってまいります。

■「「CampusNavi.TV」概要
キャスターを務める全国の大学から選考されたミスキャンパスを筆頭に、将来を夢見る大学生で構成される学生
放送局ＣＮＢ（CNB=CampusNetworkBroadcasting，CityNetworkBroadcasting）がお送りする「CampusNavi.TV」。
こんな時代だからこそ、平凡な日常から抜け出し、たくさんの刺激をうけ、視界を広げ、自分を磨くべき！
CampusNaviTV は、刺激的アクティブライフを送るためのヒントをお届けします！
“刺激なんてカンタンだ! ”。
「ＣａｍｐｕｓNaviTV」概要
放送期間 ：2010 年 1 月～3 月
週 1 回放送、30 分番組
放送形態 ：スタジオ ＋ ロケＶＴＲ
放送時間帯
・TOKYO MX：毎週金曜日 20:30～21:00（1 月 8 日～）
・三重テレビ：毎週火曜日 26：50～27：20（1 月 12 日～）
・サンテレビ：毎週土曜日 23:55～24:25 （1 月 9 日～）
・ＫＢＳ京都：毎週金曜日 25:00～ 25:30（1 月 8 日～）
・ＪＣＮ（ＣＡＴＶ）： 毎週日曜日 15:00～15:30（放送中）

■出演者
＜ＭＣ＞
有馬隼人（アメリカンフットボールプレイヤー、元ＴＢＳアナウンサー）
１９７７年１０月２９日生 広島県福山市出身 身長１７７cm
高校よりアメフトを始め、関西学院大学在学時にはＱＢとして活躍。４年生の時には、年間最優秀選手として表
彰される。卒業後、ＴＢＳにアナウンサーとして入社。０４年に退社し、社会人リーグ「アサヒビール・ルバースタ
ー」で活躍。０８年、「アサヒ飲料・チャレンジャーズ」へ移籍、現在活躍中。

＜キャスター（ミスキャンパス）＞
09 年ミス上智大学 早川 真理恵（上智大学 外国語学部ロシア語学科 3 年）

09 年ミス学習院大学 齋藤 由佳（学習院大学 文学部 日本語日本文学科 3 年）

09 年ミス同志社大学 松岡 史子（同志社大学 社会学部 3 年）

09 年ミス関西学院大学 吉川 亜樹（関西学院大学 社会学部 1 年）

09 年ミス同志社女子大学 外薗 真衣（同志社女子大学 現代社会学部 ２年）

08 年ミス横浜国立大学 片田 麻依 (横浜国立大学 経営学部 3 年）

08 年ミス東京女子大学

戸室 穂美 （東京女子大学 現代文化学部 3 年）

07 年ミス東京理科大学

宮崎 憲子 （東京理科大学 理学部 3 年）

09 年ミス首都大学東京

橋口 加奈（首都大学東京 都市教養学部 都市教養学科 1 年）

09 年ミス横浜市立大学

岩田 明子（横浜市立大学 国際総合科学部 国際総合科学科 3 年）

（註１）Ｕ局 とは
独立UHF放送局。関東、中京、近畿の三大広域圏内で県域のテレビ放送を行う、特定のネットワークに
属していない１３のテレビ局。（「全国独立UHF放送協議会」を形成）。
＜関東圏＞
GYT：とちぎテレビ、GTV：群馬テレビ、TVS：テレビ埼玉、CTC：千葉テレビ、MX ：東京メトロポリタ
ンテレビジョン（若しくはTOKYO MX）、tvk：テレビ神奈川
＜中部圏 ＞
GBS：岐阜放送、MTV：三重テレビ
＜関西圏 ＞
BBC：びわ湖放送、KBS：京都放送、SUN：サンテレビジョン、TVN：奈良テレビ放送、WTV：テレ
ビ和歌山
（註 2）「学生向け情報サイト CampusNavi」とは
大学生活を有意義に、楽しく過ごすための情報を中心に、入学シーズンや学園祭時には、月間 1,000 万
PV 以上のアクセスがある国内最大級の大学生及び受験生・予備校生を対象とした総合情報/ブロードバ
ンドサイト（http://www.campusnavi.com）。
ポジティブな大学生を応援するべく各方面で活躍するさまざまな大学生のブログやコンテンツを展開
中。クラブ・サークル団体、学生クリエイター、学生イベント、アナウンサーを目指す学生によるニュ
ースレポート、学園祭ミスキャンパス候補者などの他、大学生アイデアコンテストのような企業様との
タイアップ企画も実施するなど、大学生の情報源として広く認知されている。
●サイト名 ： Campus Navi ＜キャンパスナビ＞
●媒体 URL ： http://www.campusnavi.com/
●開始時期 ： 2003 年 6 月

●総ページビュー数 ： 約 480 万/月平均
※2009 年 11 月には、約 1000 万 PV を記録。
●コンテンツ
・全国のミスキャンパス 240 名の紹介映像
・ミスキャンパスをキャスターに起用したオリジナル番組「CampusNaviBroadcasting」
・全国 180 団体のクラブ・サークル紹介映像
・学園祭や夕張国際学生映画祭、海の家など春夏秋冬のイベント情報
・ミスキャンパスや学園祭実行委員のブログ
・映像、アート等、気鋭の学生クリエイターの紹介などの人気コンテンツが多数。
（註 3）「ユビキタス特区」とは
2008 年 1 月、総務省の「ICT 改革促進プログラム」および「ICT 国際競争力強化プログラム」に基づい
て創設されたもの。新たな電波利用が必要な事業に対して実験局免許を交付するなどの環境整備を行な
い、革新的なサービスの開発・実証実験を支援する事業として、2007 年 9 月 4 日から 10 月 31 日までプ
ロジェクトを募集。188 件の提案が寄せられていた。
（註２）「福岡ユビキタス特区」とは「地方ブロック向けマルチメディア放送」の先行実験を実施する
ために、TOKYO FM と株式会社 CSK-IS が「ISDB-Tsb の拡張による３セグメント放送方式の実験」を共同
提案した。2008 年 1 月 25 日国の第一次指定が発表されたが、
「福岡ユビキタス特区」はそのとき指定さ
れた 22 地区の一つ。
2009 年 3 月 31 日（火）
、九州総合通信局より「実験試験局」免許を付与され、現在は最大出力 250 ワッ
トで電波発射をし、６セグメント（３セグメント放送×２）のサービス実験を展開している。
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