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70～90 年代の懐かしくってエモ～い番組が大集結！

スカパー! なつエモ天国 TV
11 月 1 日（月）よりスタート！
新規ご加入で視聴料等 2,000 円割引キャンペーンも実施！

スカパー! は、11 月 1 日（月）より 70 年代〜90 年代の番組を中心に昭和から平成初期にみんなをアツ
くさせた”あの番組”を集めて 100 作品以上を一挙放送する『スカパー! なつエモ天国 TV』を実施します。
『スカパー! なつエモ天国 TV』では、お茶の間で、学校で、職場でみんなが夢中になった歌番組・ドラマ・
バラエティ・映画・アニメ・ヒーロー等が大集結！懐かしくてエモい「なつエモ」な番組を盛りだくさんで
お届けします。特に 11 月 1 日（月）〜7 日（日）までの 1 週間はたくさんの番組を大放出！一気に”あの頃”
へとお連れします。
『スカパー! なつエモ天国 TV』スタート直前の 10 月 30 日（土）
・31 日（日）は、特別番組『#なつエ
モ！』を BS スカパー!で無料放送。プロレスから時事ネタまで幅広くカバーする プチ鹿島さん、昭和のアイ
ドル大好き！ ミッツ・マングローブさん、元祖サブカル系アーティスト 大槻ケンヂさんがアイドルからオ
カルトまであらゆる番組を語りつくします。さらに、豪華ゲストも登場！当時のマル秘エピソードで番組を
盛り上げます。
”昭和フィーチャー”も注目される令和の時代だからこそ思い出してほしい、そして新たに知ってほしい番
組を『スカパー! なつエモ天国 TV』でお楽しみください。
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。

スカパー! なつエモ天国 TV
https://promo.skyperfectv.co.jp/natsuemo/
<『＃なつエモ』

放送概要>

番組名

：#なつエモ！

出演

：プチ鹿島、ミッツ・マングローブ、大槻ケンヂ 他

放送日時

：10 月 30 日（土）、31 日（日） 午後 8 時〜

チャンネル

：BS スカパー!

視聴方法

：無料放送

※後日スカパー! Youtube 公式アカウントでも公開予定
※放送スケジュールは変更になる場合がございます。
※放送に関して、専用アンテナがない場合など、一部視聴できない可能性がございます。

【プチ鹿島 コメント】
観て頂ければ判りますけど、思いがけないゲストに来ていただきまして、一瞬であの時代に戻りますので、
是非観ていただければと思います。
【ミッツ・マングローブ コメント】
アイドルのことを今も追いかけているんですけども、そのなかでも知らないことや、結構きわどい話がいろ
いろ出てきたので、とても実りのある収録でしたね。
【大槻ケンヂ コメント】
いろんな映像が出てきて全部面白かったんですけど、
「オカルト」とか「女子プロレス」などが特に気になり
ました。

■視聴料等 2,000 円割引キャンペーン
さらに、11 月 1 日（月）から 11 月 30 日（火）までの期間内にスカパー!／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へ視聴料および基本料から合計 2,000 円分を割引
となるキャンペーンを実施します！

＜視聴料等 2,000 円割引キャンペーン 概要＞

概要：キャンペーン期間中にスカパー!／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
ただいたお客様へ視聴料および基本料から合計 2,000 円分を割引いたします。
期間：2021 年 11 月 1 日（月）〜 2021 年 11 月 30 日（火） お申し込み受付分
注意事項：
※割引対象は、スカパー!／プレミアムサービス／プレミアムサービス光の全商品、視聴チケット料金、基本料となります。
※本キャンペーンはご契約いただいた全ての新規 B-CAS カード・ACAS 番号／IC カードへ割引が適用されます。
※初回のご請求金額が 2,000 円に達しない場合（他キャンペーンや割引等の併用も含む）
、割引は翌月以降に繰り越され、翌月以降のご請求金額か
ら割り引かれます。
※割引の繰り越し期間は初回請求から 3 か月です。2022 年 2 月分のご請求までにご利用されなかった場合、割引額が残っていても本キャンペーン
の権利は無効となります。
※割引が適用された B-CAS カード・ACAS 番号／IC カードを解約された場合は、その時点で本キャンペーンの権利は無効となります。
※複数の B-CAS カード・ACAS 番号／IC カードでご契約された場合は、ご契約された全ての B-CAS カード・ACAS 番号／IC カードへの割引が適
用されます。 お申込み後、別の B-CAS カード・ACAS 番号／IC カードに本キャンペーンの振り替えはできません。※ご契約時点で他キャンペー
ンや割引等により基本料／視聴料等のご請求が発生しない B-CAS カード・ACAS 番号／IC カードへも割引が適用されます。
※本キャンペーンは、現金を送金したり、ご指定の口座に振り込むものではありません。
※割引特典は他人への譲渡および換金はできません。
※法人および業務用契約のお客様（ご自宅以外の事務所、店舗、休憩所等不特定または多数の人が視聴できる場所に受信機を設置する場合）は、対
象外となります。

参考資料

主なコンテンツ紹介（一部）※放送スケジュールは変更になる場合がございます。
【映画】
番組名：スケバン刑事 風間三姉妹の逆襲
放送日時：11 月 4 日（木）午後 9 時 30 分〜 ほか
チャンネル：東映チャンネル（CS218／プレミアムサービス 629）
内容：
『スケバン刑事』シリーズ第 3 作『少女忍法帖伝奇』より、オリジナルストーリーで映
画化。浅香唯の映画初主演作。番外連合リーダー・京助と唯の淡い恋模様をはさみなが
ら、陸に海に空にと大アクションを展開する痛快青春映画。

©和田慎二／東映

【バラエティー】
番組名：風雲！たけし城
放送日時：11 月 7 日（日）午後 4 時〜 ほか
チャンネル：ＴＢＳチャンネル２ 名作ドラマ・スポーツ・アニメ
（CS297／プレミアムサービス 617）
内容：ビートたけしがいつかはやってみたかったという永年の夢が実現して、たけしの陣頭指
揮のもと、総工費 1 億円をかけて「たけし城」着工。夢とロマンあふれた冒険活劇ごっ
こをテレビでやってしまった。

【特撮ヒーロー】
番組名：ウルトラマン 80 HD リマスター版
放送日時：毎週（金）午前 7 時 30 分〜 ほか
チャンネル：ファミリー劇場（CS293／プレミアムサービス 660）
内容：長谷川初範主演、80 年代初となるウルトラシリーズ第９作。出演はほかに中山仁、石田
えり、大門正明。
©円谷プロ

【アニメ】
番組名：バビル 2 世
放送日時：11 月 2 日（火）午後 5 時〜 ほか
チャンネル：東映チャンネル（CS218／プレミアムサービス 629）
内容：地球に不時着した宇宙人・バビルが残したバビルの塔と 3 つのしもべを受け継いだ超能力
者・浩一が、悪の超能力者と戦う横山光輝原作の人気 TV アニメ。

©光プロ・東映アニメーション

【映画】
番組名：日本沈没＜４K デジタルリマスター版＞ ※２Ｋダウンコンバートにて放送
放送日時：11 月 6 日（土）午後 9 時〜 ほか
チャンネル：日本映画専門チャンネル（BS255／プレミアムサービス 634）
内容：日本 SF 界の巨匠・小松左京原作。空前のスケールで描く、スペクタクル巨編を美しい４Ｋ
デジタルリマスター版でＴＶ初放送！
©1973 東宝

【映画】
番組名：里見八犬伝＜４K デジタル修復版＞※２K ダウンコンバートにて放送
放送日時：11 月 7 日（日）午後 0 時〜 ほか
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：静姫（薬師丸ひろ子）と親兵衛（真田広之）の恋物語をベースに、妖怪軍団と八犬士たちの戦
いを特殊メイクやミニチュアワークなど特撮を交えて描く一大伝奇ロマン。公開
から 38 年を経て、TV 初放送となる 4K デジタル修復版で甦る！

©KADOKAWA 1983

【歌番組】
番組名：ザ・ベストテン(1979 年 8 月 2 日放送)
放送日時：11 月 7 日（日）午後 9 時〜 ほか
チャンネル：ＴＢＳチャンネル２ 名作ドラマ・スポーツ・アニメ
（CS297／プレミアムサービス 617）
内容：1978 年 1 月にスタートし、およそ 12 年間にわたって放送された「ザ・ベストテン」
。ポッ
プス、ロック、演歌に歌謡曲…時代を彩る様々な歌手が出演し、最高視聴率 41.9%
を記録した伝説の音楽番組が蘇ります！

©TBS

【アニメ】
番組名：機動戦士ガンダム
放送日時：11 月 26 日（金）午後 8 時〜 ほか
チャンネル：アニマックス（CS236／プレミアムサービス 670）
内容：宇宙世紀００７９。サイド７の少年アムロ・レイは、偶然、連邦軍の新型モビルスーツ・ガ
ンダムに乗り込み、パイロットとなり、やがて“ニュータイプ”として覚醒していく。
©創通・サンライズ

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。

スカパー! なつエモ天国 TV
https://promo.skyperfectv.co.jp/natsuemo/

