J-ALERTを瞬時で届ける「SparkMUX」

品川区とケーブルテレビ品川が
文字スーパー導入

日本を支える経済拠点、活気あふれる地元商店街や住宅地、
目
黒川・立会川が東京湾へと注ぎこむ豊かな自然と、多様な顔を
持つ東京・品川区
（濱野健区長）
。多彩な色があるだけに、品川
区は防災対策を2012年度の最重点施策として取り組んでい
る。2012年10月1日、品川区と
（株）南東京ケーブルテレビ
（東京・品川区、佐藤浩社長、通称：ケーブルテレビ品川）
は、文
字スーパーによる緊急情報の発信体制を整えた。品川区の安
全安心への取り組みを紹介する。
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今 回 導 入されている『 S p a r k M U X 』は
J-ALERTの緊急情報から瞬時に家庭のテレ
ビに表示される。

『SparkMUX』
は、地震や災害情報などの

日常生活における数秒の違いは全く問題

文字スーパー画面
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