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松本まりか・マヂカルラブリー 出演の TVCM
『おいでよ! スカパー! 』
本日より全国で放送‼
新規ご加入で視聴料等１,000 円割引キャンペーンも実施！

11 月のスカパー! は、テレビでも、スマホでも楽しめるコンテンツが続々
テレビで楽しむのか、スマホで楽しむのか、悩んじゃう
テレビでも、スマホでも、あなたのライフスタイルに合わせて、楽しもう
スカパー! では、テレビでの視聴に加えて、スマホ・PC・タブレットでも番組を楽しめる「スカパー! 番組配信」を
提供しています。
この度、「スカパー! 番組配信」を広く知っていただくため、松本まりかさん・マヂカルラブリーさんによる
テレビでもスマホでもスカパー! を楽しむスタイルを表現した新 TVCM『おいでよ! スカパー! 』を制作し、11 月 1
日（火）から TVCM が全国で展開されます
それぞれのライフスタイルに合わせて「スカパー! を楽しんでもらいたい」という考えのもと、テレビでもスマホで
も楽しんでいただける 11 月のおすすめ番組も多数ご用意させていただきました。
（参考資料参照）さらに、11 月限定
で、視聴料等 1,000 円キャンペーンを実施いたします。詳細はキャンペーン特設サイトよりご確認ください。

『おいでよ! スカパー! 』新 TVCM について
マヂカルラブリーの村上さんと女優の松本まりかさんが、テレビでスカパー! を見る「テレパー」とスマホでスカパ
ー! を見る「スマパー」という、可愛らしいオリジナルキャラクターに変身！それぞれがスカパー! の番組を、テレビ

で見るのか？スマホで見るのか？どっちで見ようか悩みながら歌う CM です。マヂカルラブリーの野田クリスタルさ
んは、そんな悩みの種から生まれた花に扮して、不思議なキャラクターたちと一緒にふたりのことを見守っています。
松本まりかさん、マヂカルラブリーさんの歌声、面白い動きや表情にもぜひ注目してください。

『視聴料等 1,000 円割引キャンペーン』について
キャンペーン期間中（2022 年 11 月 1 日（火）～2022 年 11 月 31 日（水）お申込み分まで）にスカパー! ／プレ
ミアムサービス／プレミアムサービス光のいずれかに新規ご加入いただいたお客様の視聴料および基本料から合計
1,000 円分を割引するキャンペーンを実施中です。
詳しくは、おいでよ! スカパー! 特設サイトでご確認ください。

おいでよ! スカパー! 特設サイト
https://www.skyperfectv.co.jp/program/special/st/novhaishin/

参考資料
目玉コンテンツ紹介（一部）※放送スケジュールは変更になる場合がございます。
＜独占生中継＞Creepy Nuts Major Debut 5th Anniversary Live“2017〜2022”in 日本武道館
放送日時：11 月 5 日（土）17:00～20:00
配信期間：11 月 5 日（土）17:00～11 月 8 日（火）23:59
チャンネル：テレ朝チャンネル１（CS298/プレミアムサービス 611）
内容：2022 年 11 月 5 日(土)、東京・日本武道館で開催される Creepy Nuts
（クリーピーナッツ）のメジャーデビュー5 周年記念ライブを独占生中継。
©松竹

SWEET LOVE SHOWER 2022 -完全版- DAY3
放送日時：11 月 6 日（日）21:00～24:00
配信期間：11 月 6 日（日）21:00～24:00
チャンネル：音楽・ライブ！ スペースシャワーＴＶ（CS322/プレミアムサービス
642）
内容：SPACE SHOWER が主催する夏の野外フェスティバル「SWEET LOVE
SHOWER 2022」が、3 年ぶりに山梨県 山中湖交流プラザ きららにて 8/26(金)、
8/27(土)、8/28(日)の 3 日間にわたって開催。8/28(日)DAY3 の模様を独占放送。

ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 6th LoveLive! 〜KU-RU-KU-RU Rock 'n' Roll TOUR〜 ＜WINDY STAGE＞
放送日時：11 月 6 日（日）22:00～24:00
配信期間：11 月 6 日（日）22:00～11 月 13 日（日）23:59
チャンネル：フジテレビ TWO

ドラマ・アニメ（CS308/プレミアムサービス

615）
内容：アニメを中心に圧倒的支持を受けているオールメディアコンテンツ「ラ
ブライブ！サンシャイン!!」から生まれたスクールアイドル「Aqours」の 2 度
目の東京ドーム単独公演を独占初放送！

©2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

鬼平犯科帳＜4K デジタルリマスター版＞
放送日時：11 月 8 日（火）スタート

毎週（火）22:00～23:00 ほか

配信期間：11 月 5 日（土）後 0:00～（全話配信）
チャンネル：時代劇専門チャンネル（CS292/プレミアムサービス 662）
内容：徳川幕府が江戸の治安を守るために設けた特別警察、火付盗賊改方の長官 “鬼の平
蔵”こと長谷川平蔵は、腕利きの密偵を配下に置き、江戸の町を震撼させる盗賊に立ち向
かっていく。TV 時代劇の金字塔、池波正太郎原作、中村吉右衛門主演の「鬼平犯科帳」
TV 版全 9 シリーズ 138 話の 4K デジタルリマスター版を全話独占配信。

©松竹

With INI 〜フロイニ SPECIAL〜
配信期間：11 月 12 日（土）20:00～11 月 30 日（水）23:59
チャンネル：スカパー! 番組配信
※スカパー! ご契約者（契約 CH・商品は問わず）であれば、追加料金なしでどなたでも視聴可能です。
※視聴のためには My スカパー！ID 登録ならびに規約同意が必要です。
※本イベントは配信限定です。放送はございません。

内容：グローバルボーイズグループ INI が毎週金曜、深夜 1 時から JFN 系列全国 37 局ネ
ットでお届けしているラジオ番組「From INI」の番組イベントが実施決定！メンバー全員
集合のイベントの様子を、
「スカパー! 番組配信」限定で生配信します。

©LAPONE ENTERTAINMENT

SPOOX MUSIC〜渋谷すばる LIVE〜
放送日時：11 月 15 日（火）19:30～21:00
配信期間：11 月 15 日（火）19:30～21:00
チャンネル：音楽・ライブ！

スペースシャワーＴＶ（CS322/プレミアムサービ

ス 642）
内容：スカパー! がお届けする新たなる音楽ライブ program「SPOOX MUSIC」
。
記念すべき第 1 弾は渋谷すばるが登場。Billboard Live YOKOHAMA より生中継

SUPER JUNIOR-イトゥクのひとり旅〜長崎編
放送日時：11 月 17 日（木）スタート

毎週（木）22:30～23:00 ほか

配信期間：11 月 17 日（木）スタート

毎週（木）22:30～23:00

【見逃し配信】毎週（木）22:30～翌週（木）23:00
※見逃し配信の対象は本放送のみとなります。
チャンネル：KNTV801（CS801）/KNTV（プレミアムサービス 657）
内容：SUPER JUNIOR のリーダー・イトゥクが日本の名所をひとり旅する
リアルバラエティ。約 3 年ぶりとなる今回の舞台は長崎県。眼鏡橋、大浦
天主堂や九十九島観光公園、ハウステンボスなどを訪れる。有名スポット
はもちろんローカルフードやディープスポットなど、イトゥクが現地の魅
力に触れながら旅をする様子を日本初放送でお届け！
©Stream Media Corporation

MTV Unplugged: Lilas Ikuta
放送日時：11 月 20 日（日）20:00～21:00
配信期間：11 月 20 日（日）20:00～12 月 20 日（火）19:59
チャンネル：MTV（CS323/プレミアムサービス 640）
内容：世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコースティ
ックライブの源流としてその歴史を刻んできた「MTV Unplugged」
。この伝統的な
ステージに、”YOASOBI”のボーカル ikura としても活動しているシンガーソング
ライター、幾田りらが出演。ソロライブとしては約 2 年半ぶりとなる、貴重なアコ
ースティックライブの模様をお届けする。
Photo by 上山陽介

＜独占生中継＞秋のハロプロ祭り！Juice=Juice CONCERT TOUR 〜final: nouvelle vague〜
放送日時：11 月 29 日（火）18:00～20:00
配信期間：11 月 29 日（火）18:00～11 月 30 日（水）23:59
チャンネル：テレ朝チャンネル１（CS298/プレミアムサービス 611）
内容： Juice=Juice 秋のコンサートツアーファイナルを日本武道館から独占生中
継！今夏、新メンバー石山咲良、遠藤彩加里の 2 名が加わり、10 名体制となった
Juice=Juice のパフォーマンスは必見！

＜独占生中継＞秋のハロプロ祭り！アンジュルム concert 2022 autumn final ANGEL SMILE
放送日時：11 月 30 日（水）18:00～20:00
配信期間：11 月 30 日（水）18:00～12 月 1 日（木）23:59
チャンネル：テレ朝チャンネル１（CS298/プレミアムサービス 611）
内容：アンジュルム秋のコンサートツアーファイナルを日本武道館から独占生中継！
10 月にリリースされた新曲「悔しいわ／Piece of Peace」も絶好調のアンジュルムの
パフォーマンスを見逃すな！

その他、番組ラインナップ・放送日時・チャンネル等詳細は特設サイトよりご確認ください。

