
1993年生まれ。ラッパー、DJ、
トラックメイカー。JJJ、Febbと
ともに結成したヒップホップ・
ユニット”FlashBackS”として
活動。2013年「Horseman’s  
S cheme」でソロデビュー後、
コンスタントにソロ、共作アル
バムの作品を発表している。NY

在住中の2016年にバンド編成での楽曲制作をスタートし、
帰国後、本格的に音楽活動を再開。2018年にリリース
した革新的なアルバム「ài qíng」が反響を呼び、音楽シーン
から幅広い注目を集める。国内外でのライブやDJ、CM
楽曲制作、ナレーションなど、その活動は多岐に渡る。

KID FRESINOが2年振りとなる待望のアルバム「20,Stop it.」を1月6日にリリース。大きな反響を
呼んだアルバム「ai qing」リリース後、FUJI ROCK FESTIVALなどのステージで、多くのライブを
共にしたバンド編成＜三浦淳悟(bass / ペトロールズ）、佐藤優介(keyboard)、斎藤拓郎(guitar, 
keyboard / Yasei Collective)、石若駿(drums / Answer to Remember, millennium parade)、
小林うてな(steelpan, keyboard, chorus)＞を軸に楽曲制作を開始。アルバムを構成する上で必要
不可欠なトラックを自身で制作する一方、Seiho、jjj、ロンドンを拠点に活動するobject blueに
プロデュースを依頼した。前作『ai qing』から2年の歳月を経て、KID FRESINOがより柔軟に、
音楽の新たな可能性を切り開いたアルバムとなっている。

非接触で発熱を検知する AIサーマルカメラ

コロナ対策用品取扱い開始！ 詳しくはテレビ九州までお問い合わせ下さい TEL 0954-20-2580
※ドームカメラ使用時ハンディ型 ドーム型

▶
測定誤差

±0.5℃
測定距離

3m
最大同時測定

20人

スペシャ　アーティスト紹介
＜リリース情報＞

■KID FRESINO

KID FRESINO、音楽の新たな可能性を切り開いた
ニュー・アルバム「20,Stop it.」をリリース！

KID FRESINO
Album
「20,Stop it.」
Now On Sale

〈制作協力　（株）スペースシャワーネットワーク〉

ケーブルテレビ1契約に対し、一般のインターネット1契約が対象となり、50Mコース以上のお客様は800円の割引、
30Mコース以下のお客様は300円の割引となります。
メールとWEB共用サーバーで容量は300Mbyteです。160Mコース、光200Mコース、光100Mコースは、動的グローバルIPとなります。
その他のコースは、動的プライベートIPとなります。ケーブルインターネット光のコースは対象エリアのみお申込みいただけます。
対象地区は、温泉1区・3区、下岩屋1区・2区・3区、井手川内、及び温泉2区・4区の一部、湯野田の一部、下野の一部、
吉田（峰川原・西川内地区の一部は対象外）です。
光エリアについて詳しくはお問い合わせください。ベストエフォート型のサービスですので、表示の通信速度を保証するものではありません。
コース変更キャンペーンの期間は2021年2月1日～2021年2月28日になります。
通常、コース変更料2,095円が無料になります。

動画もサクサク
おすすめです

コース変更料無料キャンペーン 上位コースへの
変更のみ

月額利用料

ホーム電話とは、テレビ九州とKDDIとの提携により実現したおトクな固定電話サービスです。

固定電話の
月額基本料 1,330円/月
現在の請求と比較してください!

※1 別途ユニバーサルサービス料及び通話料が必要となります。 
※2 一部の電話番号や電話機では継続利用できないことがあります。
※3 NTT加入電話、INSネット64を休止してご利用の場合、NTT休止工事費2,000円がNTTよりお客様に請求されます。
　　一部代行できない場合があります。

さらに

電話番号や電話機等はそのままでOK!
NTTへの切り替え手続きはKDDIが代行！

NTT東日本・NTT西日本の電話サービスから
切り替えられる場合の手続きは、KDDIが無料　 で代行いたします！

新規加入も
もちろんOK！

KDDIから
番号発行します！

auスマートフォン・
auケータイとの通話もおトク！ auまとめトーク

※auおうち電話とは、ケーブルプラス電話、ケーブルプラス光電話、J:COM PHONEプラス、auひかり電話サービス、
ホームプラス電話などのKDDI固定電話サービスの総称です（マイライン除く）

「auまとめトーク」なら、ホーム電話を含むauおうち電話※と
au携帯電話のセット利用で、国内通話が24時間無料になります。

auまとめトークとは？

ホーム電話サービス好評受付中！ホーム電話サービス好評受付中！

※表記の金額は、全て税抜価格です。消費税分は別途精算させていただきます。

テレビ九州　ケーブルガイド（嬉野版）

テレビ・インターネット・ホーム電話のお申込・お問い合わせは

TEL (0954)20-2580
営業時間・お電話受付時間
〈平日〉 9：00～17：30　〈土曜〉 9：00～14：30
○日曜・祝日はお休みさせていただいております
○営業時間外は留守番電話にてメンテナンスのみの対応となります

2月号
February

2021年
〒843-0302

佐賀県嬉野市嬉野町大字下野甲716-21

www.ktknet.ne.jp



22:55～えりあNavi 22:45～えりあNavi週末号

15:55～えりあNavi 15:45～えりあNavi週末号

19:55～えりあNavi 19:45～えりあNavi週末号

   6：00～

   7：00～

   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～

 21：00～

 22：00～

 23：00～

 24：00～
  1：00～

  2：00～

  3：00～

嬉野市行政放送

嬉野市行政放送

ショップチャンネル

月曜日月曜日 火曜日火曜日 水曜日水曜日 木曜日木曜日 金曜日金曜日 土曜日土曜日 日曜日日曜日

コミュニティー番組

QVCジャパン

再放送

KTKインフォメーション

コミュニティー番組 再放送

22：45～22：50車窓の時間

KTKインフォメーション
23:10～23:15KTKインフォメーション、23:15～ちょい旅

23:25～23:30おくやみ情報

コミュニティー番組 再放送

Music JapanTV

15:30～15:35車窓の時間

KTKインフォメーション

嬉野市行政放送

ショップチャンネル

コミュニティー番組 再放送

11：30～11：35車窓の時間

KTK
インフォメーション

ショップチャンネル

コミュニティー番組

KTKインフォメーション

8:55～えりあNavi

8：30～8：35おくやみ情報

11：35～11：40おくやみ情報、 11：40～ちょい旅(月～金まで放送)

7：50～おくやみ情報

15：35～15：40おくやみ情報、 15：40～ちょい旅(月～金まで放送)

19：40～19：45KTKインフォメーション
19：35～19：40おくやみ情報

19：30～19：35車窓の時間

2：35～2:40おくやみ情報

8:45～えりあNavi週末号

11:55～えりあNavi 11:45～えりあNavi週末号

コミュニティー番組 再放送

嬉野市行政放送
7：45～7：50車窓の時間

8：00～8：05KTKインフォメーション

再放送

2:30～2：35車窓の時間

16：30～16：35KTKインフォメーション、16：50～16：55おくやみ情報

7:45～、11：30～、15：30～、
19：30～、22：45～（月～木のみ）、2：30～放送時間

地域の町並みをご紹介します。

えりあNavi

navi@po.ktknet.ne.jpnavi@po.ktknet.ne.jp

E-mail
はこちら

8:55～ 11:55～ 15:55～
19:55～ 22:55～
（月曜日は、19：55から放送です）

放送時間

「えりあNavi」では、
皆様からの情報を

　　　　　しています!募集
かわいい
ペットの情報も
まっています。

23:00～23:10
ルーツを歩こう

お買得情報
16：00～16：05

佐賀新聞23:45～

生

12：45～12：50KTKインフォメーション

19：45～ちょい旅(月～金まで放送)

嬉野市行政放送

お店からのお知らせ・アパート情報・求人情
報・イベント案内などに幅広くご利用下さい。

■9時～10時  ■13時～14時
■20時～21時（やまうち局の火・木曜日を除く。）
■深夜0時～1時

KTK インフォメーション
KTK INFORMATION

1週間 5,000円(税抜)～
「ショップチャンネル」放送時間変更のお知らせ

※2019年4月以降、30分枠の放送はありません。

ショップチャンネル

株式会社
ケーブルテレビ番組ガイドケーブルテレビ番組ガイド

〒843-0302 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野甲716番地21

テレビ・インターネット・ホーム電話の
お申し込み・お問い合わせは

番組・撮影に関することは

www.ktknet.ne.jp

営業時間外は留守番電話での対応となります。
ガイダンスに従っておすすみください。
お名前・お電話番号・ご用件を録音していただき
ますと、折り返しこちらからご連絡いたします。

コミュニティー番組コミュニティー番組
（放送時間  6：00～ 10:00～ 14:00～ 18:00～ 21:00～ 1：00～） 地上デジタル111ch!!

リモコン　 ch!!

2月の基本番組表

2021年2021年

FebruaryFebruary
2月号2月号

佐賀・長崎の佐賀・長崎の

放送時間

11：40～
15：40～
19：45～
23：15～

※土・日
　放送なし

※土・日
　放送なし

※土・日
　放送なし

ちょっとお出かけしたくなるようなスポット情報をお届け!!

ケーブルテレビ局の合同企画番組ケーブルテレビ局の合同企画番組ケーブルテレビ局の合同企画番組ケーブルテレビ局の合同企画番組

主催者の都合、または天候、特別番組等によって番組の内容が予告無く変更になる場合があります。
詳しくはテレビ九州ホームページまたは佐賀新聞第2テレビ・ラジオ欄をご覧ください。

●大きくなったら？2021
　嬉野町の幼稚園＆保育園におじゃまして、こどもたちの将来の夢をききました。
　みんなでの合唱や、普段の遊びの様子もお届けします。

●山の会議（仮）合同発表会
　佐賀県が主催し、県内4ブロックの中山間地域で行われた山の会議（仮）。
　4ブロックの代表者が集まって行われた合同発表会の模様をお届けします。

●第６1回郡市対抗県内一周駅伝大会
　2月19日～21日の3日間行われる大会の様子を各日ダイジェスト放送いたします。

2月11日㈭～2月13日㈯ ◆ Let’s After the Beatle!20話
　ポールマッカートニー「McCartneyⅡ」

2月15日㈪～2月17日㈬ ◆ 嬉野市青少年弁論大会【前編】

2月8日㈪～2月10日㈬ ◆ かがやき大学第11回講座
　「じいーばあーの出番ですよ～社会貢献しましょう～」

2月18日㈭～2月20日㈯ ◆ 嬉野市青少年弁論大会【後編】

2月22日㈪～2月24日㈬ ◆ 嬉野高校総合学科発表会【前編】

2月25日㈭～2月27日㈯ ◆ 嬉野高校総合学科発表会【後編】

◆ 山の会議（仮）合同発表会

①大きくなったら？ 認定こども園嬉野幼稚園
②大きくなったら？ 和光幼稚園 　③大きくなったら？ 吉田保育園

◆ こどもオペラ「ヘンゼルとグレーテル」

①大きくなったら？ 認定こども園嬉野幼稚園
②大きくなったら？ 和光幼稚園 　③大きくなったら？ 吉田保育園2月4日㈭～2月6日㈯

2月1日㈪～2月3日㈬

15分に拡大した
週末号!!

15分に拡大した
週末号!!

  8：45～　11：45～　15：45～
19：45～　22：45～

番組を１５分に拡大し、ますます充実した内容
でお届けします。

毎週土・日放送


