News Release

2019 年 7 月 30 日
スカパーJSAT 株式会社

欧州サッカーをより手軽に！
ネット配信限定商品

「ブンデス・ポルトガル LIVE」
8 月 1 日（木）より発売開始

さらに 8 月 3 日（土）深夜「2019 ドイツ スーパーカップ」
、
8 月 10 日（土）深夜「中島翔哉出場予定試合」を無料生配信
スカパー! は、8 月 1 日（木）よりネット配信限定の商品「ブンデス・ポルトガル LIVE」の発売を開始します。それ
ぞれのリーグ開幕にあわせて、8 月 3 日（土）深夜 3 時放送予定の「2019 ドイツ スーパーカップ ドルトムント×バイ
エルン」
、8 月 10 日（土）深夜 2 時 55 分放送予定の「19/20 ポルトガルリーグ第 1 節ジルビセンテ×ポルト」の生中継
をはじめ、スペシャルコンテンツを多数無料配信します。
「ブンデス・ポルトガル LIVE」は、ドイツ ブンデスリーガ全 306 試合とポル
トガルリーグの中島翔哉出場予定試合をスマホ・PC・タブレット・TV アプリ・
Amazon Fire TV シリーズなどで月額 925 円（税抜）でご覧いただけるネット配
信限定商品です。長谷部誠（フランクフルト）
、大迫勇也（ブレーメン）
、香川真司
（ドルトムント）
、中島翔哉（ポルト）ら日本を代表する選手たちの活躍をさらに
お得に身近に視聴できる新商品「ブンデス・ポルトガル LIVE」にご期待ください。
■スカパーJSAT 株式会社 執行役員 メディア事業部門コンテンツ事業本部長 手塚久コメント
スカパー! は、
「この国のサッカーの未来のために。
」というステートメントを掲げ、国内外のサッカー中継、関連番組
の制作、放送に取り組んでまいりました。この「ブンデス・ポルトガル LIVE」は、普段はテレビではなく、インターネ
ットでスポーツコンテンツを楽しんでいただいている方にも、多くの日本を代表する選手が在籍するブンデスリーガ、移
籍したポルトガルリーグでの活躍が期待される中島翔哉選手が出場する試合を、スカパー! のインターネットサービスで
も手軽に楽しんでいただきたいとの思いから生まれた商品です。これからも「この国のサッカーの未来のために。」スカ
パー! ができることを考え続けていきたいと思います。

《ブンデス・ポルトガル LIVE 商品概要》
商品名

：ブンデス・ポルトガル LIVE

料金

：925 円/月（税抜）

配信内容 ：19/20 ドイツ ブンデスリーガ
19/20 ドイツ ブンデスリーガハイライト

(英語コメンタリーのみ)

19/20 ポルトガルリーグ

※試合中継の見逃し配信は 72 時間の予定です。
※ドイツ ブンデスリーガ 2 部の配信予定はございません。

配信デバイス：スマホ・PC・タブレット・TV アプリ・Amazon Fire TV シリーズ
発売日

：2019 年 8 月 1 日（木）

※「ブンデス・ポルトガル LIVE」をご契約されている方が、新たにスカパー! オンデマンドで「スカパー! サッカーオンデマンド」をご契約いただいた場合、「ブンデス・
ポルトガル LIVE」は自動解約となります（お客様による商品解約のお手続きは必要ございません）。
※TV アプリは、シャープ、パナソニック、ソニー、東芝、ハイセンス製 TV に対応しています。
※スカパー! オンデマンドは Fire TV Stick 第 1 世代には対応しておりません。推奨環境はスカパー! オンデマンド公式サイトをご確認ください。
※ライブ中継などの配信スケジュールは、スカパー! オンデマンド公式サイトをご確認ください。配信内容は予告なしに変更することがあります。
※パケット通信料はお客様のご負担になります。また、電波状況などによって視聴しにくくなる場合があります。

ブンデス・ポルトガル LIVE 特集ページ：https://vod.skyperfectv.co.jp/feature/bundes_portugal

ブンデスリーガ、ポルトガルリーグ開幕にあわせて、2019 ドイツ スーパーカップ他、スペシャルコンテンツを多数無料配信！！

＜スペシャルコンテンツ＞ ※放送スケジュールは変更になる場合がございます。
番組名

配信開始時間

配信終了時間

視聴条件

2019/7/31 深 0:00

2019/8/15 後 11:59

無料配信

2019/7/31 深 0:00

2019/8/15 後 11:59

無料配信

2019/8/3 深 2:00

2019/8/15 後 11:59

無料配信

2019 ドイツ スーパーカップ（今だけ無料）

2019/8/3 深 3:00

2019/8/15 後 11:59

無料配信

Bundesliga 18/19 Top Goals vol.1

2019/8/4 前 6:30

2019/8/15 後 11:59

無料配信

Bundesliga 18/19 Top Goals vol.2

2019/8/4 前 7:00

2019/8/15 後 11:59

無料配信

2019/8/4 前 7:30

2019/8/15 後 11:59

無料配信

2019/8/10 深 2:55

2019/8/13 深 2:54

無料配信

18/19 ドイツ ブンデスリーガ魅力満載！
前半戦レビューＳＰ
18/19 ドイツ ブンデスリーガ激闘混戦！
後半戦レビューＳＰ
FTL Presents 長谷部誠×福田正博 スペシャル対談
完全版

8/19 ドイツ ブンデスリーガ
・第 7 節 ドルトムント×アウクスブルク
・第 11 節 ドルトムント×バイエルン
・第 13 節 ブレーメン×バイエルン
・第 16 節 バイエルン×ライプツィヒ
・第 28 節 バイエルン×ドルトムント
19/20 ポルトガルリーグ（ポルト初戦）

目指せブンデスター！Skilling it！～あなたはブンデス開幕を待ちきれない～

さらに、スカパー! ではブンデスリーガ 19/20 開幕サマーキャンペーン「目指せブンデスター！Skilling
it！～あなたはブンデス開幕を待ちきれない～」を SNS 上にて実施します。
キャンペーン後には投稿に対する素敵なプレゼントがもらえるかも・・・！スカパー! 公式 SNS アカウント
をフォローした上で、詳細は 8 月 1 日以降、スカパー! オンデマンド内キャンペーンページをお待ちくださ
い。

《ブンデスリーガ 19/20 開幕サマーキャンペーン概要》
キャンペーン名

：目指せブンデスター！Skilling it！～あなたはブンデス開幕を待ちきれない～

キャンペーン期間

：8 月 1 日（木）～8 月 18 日（日）

Twitter 公式アカウント

：＠skyperfectv

※イタリアセリエＡ、ベルギーリーグ、国内サッカーの視聴は「スカパー! サッカーセット」や「スカパー! サッカー
オンデマンド」で、引き続きお楽しみください。

リリース情報は、スカパー! 公式サイトにも掲載されております。https://www.skyperfectv.co.jp/

