
                                                      2012 年 2 月 9 日 

 

スカパーJSAT 株式会社 

 

3月1日（木） ＢＳ新チャンネル開局記念！ 
 

①ＢＳスカパー! 春の特番まつり2012 

②スカパー！ｅ２ １１日間無料放送 
 

～スカパー! の楽しさを、もっと２ みんなに。～ 

 
 スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長 高田真治）は、3月1日(木）よりＢＳに新たに6

チャンネルが開局することを記念し、スカパー！の楽しさをお茶の間の皆様に気軽に楽しんで頂くために、2月25日（土）か

ら3月11日（日）までＢＳスカパー! （BS-241ch）にて「ＢＳスカパー！春の特番まつり2012」を、さらに3月1日（木）から3月11

日（日）までスカパー！ｅ２にて「スカパー！ｅ２ １１日間無料放送」を実施いたします。この機会にぜひ多くの皆様にスカパ

ー！の楽しさを体験して頂ければと思います。 
 

■2012年3月 ＢＳ開局チャンネル情報 
ｃｈ番号 チャンネル名称 特徴 目玉番組情報 備考 

ＢＳ 
242 Ｊ SPORTS 3 

東北楽天・千葉ロッテ・オリックスを
中心としたプロ野球、MLB、モータ
ースポーツ、プロレス・格闘技など
の中継の他、野球好きニュース・
デイリーサッカーニュース Foot!な
どのスポーツニュース・情報も充
実。 

ＢＳ 
243 

Ｊ SPORTS 4 

MLB、プレミアリーグ、UEFA チャン
ピオンズリーグ、フィギュアスケー
ト、ツール・ド・フランスなどサイク
ルロードレース、SUPER GTなどの
モーター、海外ラグビーなど注目
スポーツを長時間生中継。 

・J SPORTS STADIUM2012 オープン戦 
・J SPORTS STADIUM2012 
・メジャーリーグ中継 2012 オープン戦 
・ＩＳＵ世界フィギュアスケート選手権 2012 
・2012 SUPER GT 
・ノルディックスキー FISW 杯 11/12 スキージャ
ンプ 
・11/12 イングランド プレミアリーグ 
・ラグビー シックスネーションズ 2012 
・バドミントン スーパーシリーズプレミア 全英選
手権 2012 

3/1～3/11 まで 
11 日間無料放送 

ＢＳ 
251 ＢＳ釣りビジョン 

Thanks for the Earth～地球に感謝
～』をコンセプトに、釣りを中心とし
たアウトドア番組を放送しているチ
ャンネルです。海・川・湖など美し
い自然を舞台に制作しているロケ
番組のほか自社スタジオの生放
送や情報番組も放送中。誰もが安
全に楽しめる釣りをお届けします。

・Fishing Café #38 紺碧の海に囲まれたタヒチの
島々 
・SALT dreamer #20 #21 宮崎の怪魚・オオニベ 
part1 part2 
・釣り人倍増計画！つりステプレゼント SP ほか 

3/1～3/11 まで 
11 日間無料放送 

ＢＳ 
252 ＩＭＡＧＩＣＡ ＢＳ 

ハリウッド大作からヨーロッパの話
題作、単館上映系の作品、なつか
しの名画まで、すべての映画ファ
ンに向けてノーカット・ノーＣＭでオ
ンエア。さらに日本初放送の最新
海外ドラマ、歴史ドラマも充実の品
ぞろえです。 

【海外ドラマ】 
「PAN AM／パンナム」 
「CAMELOT～禁断の王城～」 
【映画】 
「スラムドッグ＄ミリオネア」「レオン完全版」 
「7 つの贈り物」「カサブランカ」「ベン・ハー」 

3/1～3/11 まで 
11 日間無料放送 

ＢＳ 
255 

ＢＳ日本映画専門チャンネル

日本映画がもっと見たくなる。劇場
公開されたばかりの最新作から不
朽の名作まで、全映画を美しい感
動の高画質ハイビジョン＆ノーカッ
ト放送。フジテレビ、東宝、大映作
品を中心に専門チャンネルならで
はの特集満載。 

「最後の忠臣蔵」「ノルウェイの森［エクステンデ
ット版］」「ライアーゲーム ザ･ファイナルステー
ジ」 
伊丹十三劇場 全 10 作品放送「お葬式」 
「ALWAYS 三丁目の夕日」「ALWAYS 続・三丁
目の夕日」「悪人」「ライアーゲーム ザ･ファイナ
ルステージ」 

3/1～3/4 まで 
4 日間無料放送 
3/5～3/9 
⇒25:30-27:00 無料
3/10⇒12:00-19:00,
25:30-28:00 無料 
3/11⇒16:00-19:00
無料 

ＢＳ 
256 

ディズニー・チャンネル 

アニメーションはもちろん、映画や
コメディドラマ、子どもの情操を育
む番組など、ディズニーならでは
の良質なコンテンツをお届け！さ
らにここでしか見られないディズニ
ー情報も。二ヶ国語でも放送。 

【ディズニー映画】 
①2/27～3/4：ディズニー・アニメーション ムー
ビー・フェスティバル⇒「ティンカー・ベルと月の
石」「バンビ」「バンビ 2 森のプリンス」「ブラザ
ー・ベア」 
②くまのプーさん 劇場版 2 作品 
「くまのプーさん ルーの楽しい春の日」 
 「くまのプーさん／完全保存版 II, ピグレット・ム
ービー」 
【ﾅﾋﾞ番組】 
東京ディズニーリゾート My マップ！ 
【海外ドラマ】 
「シェキラ！」新シーズン 

3/1～3/11 まで 
11 日間無料放送 

 



 

■ＢＳスカパー！春の特番まつり 2012 お薦めコンテンツ 

【2/25（土）～3/11（日）まで BS スカパー！（BS-241ch）は全番組無料放送】 
放送予定 番組タイトル 内容 

2/25（土） 
後 8:00-9:00 他 
 

BS 日本映画専門チャンネル 開局記念 
3.3 公開「ライアーゲーム-再生-」 
スピンオフドラマ「フクナガ vs ヨコヤ」 

2012 年 3 月 3 日公開の映画「LIＡR GAME -再生-」。 
甲斐谷忍による原作コミックの中で傑作と名高いエピソード「イス取りゲーム」を、前
作に引き続き元天才詐欺師・秋山演じる松田翔太ら豪華キャスト陣を迎えて映像化。
そんな劇場版第2弾となる「LIＡR GAME -再生-」公開を記念して、映画冒頭シーンに
も繋がる、オリジナルスピンオフドラマの放送が決定した。主役は根強い人気を誇
る、福永ユウジ（鈴木浩介）とヨコヤノリヒコ（鈴木一真）。 
歴戦のライアーゲームを通じ、言わば“戦友”のような二人が、事務局の“仕掛け”に
より、まさかの 1 対 1（ライアーゲーム）の直接対決に挑むことになるという、まさにラ
イアーゲームファンにとって必見の内容となっている。果して、最後に勝つのは福永
かヨコヤか…!? 
 

2/25（土） 
後 7:00-8:00 他 
 

BS スカパー！×IMAGICA BS 
『PAN AM/パンナム』 

１９６０年代、世界最高の航空会社「PAN AM」（正式名：パンアメリカン航空）が舞台。
ファッショナブルな衣装に身を包んだ、４人の美しきスチュワーデスたちが恋に仕事
に奔走!! その話題のドラマ「PAN AM／パンナム」を、主演女優のインタビューや資
料映像を交えて第 1 話先行放送する。 
 

2/29 （ 水 ） 後
7:00-9:00 他 
 

BS 釣りビジョン 開局記念 
ロンブー亮＠勝手に番組ジャック  
～釣り番組にムリヤリ出るぞ！～ 

昨年の 10 月、ＢＳスカパー！開局記念特番出演時に 「これだけ釣りが好きだと言っ
ているのに、何故、釣りビジョンからの番組出演オファーがないんだ!?」と嘆いていた
自他共に認める無類の釣り好き芸人ロンブー亮が、遂にオファー待ちの我慢も限界
に達し、自ら立ち上がることを決意。「依頼が無いなら、こっちからでもムリヤリ出演し
てやる！」と意気込み、独自リサーチで情報を入手した、３本の釣りビジョン番組の
撮影現場へと乗り込んで行くのだった……。 
 

2/26（日） 
後 9:00-10:30 他 
 

Johnnys' Jr. Land/ジャニーズ Jr.ランド 
拡大版９０分スペシャル 

未来のスターの卵であるジャニーズ Jr.のメンバーが、トーク、ロケと様々な企画にチ
ャレンジ。企画へのチャレンジを通じて、成長していくジャニーズ Jr.のメンバーに密
着する本番組は、まさにドキュメントバラエティー！普段見ることができないジャニー
ズ Jr.の素顔が盛りだくさんのこの番組で、お気に入りの Jr.メンバーを見つけよう！ 
出演：ジャニーズ Jr.（中島健人、菊池風磨、ほか）、茂木淳一（MC） 
今回は番組内の看板コーナー「スーパーバトルコロッセオ」シーズン１を見事４連勝
で勝利した中島健人チームを、敗れた菊池風磨チームのメンバーが温泉旅行でもて
なす！更に Jr.ドリームライブのコーナーでは、2/1 に DVD デビューを果たした
A.B.C-Z が登場！ 
 

2/27（月） 
後 10:00-深 0:00 他 
 

BAZOOKA!!! ハ ワ イ 上 陸 大 作 戦 ！
“BAZHAWAII” 

本気で世の中にぶつかるエッジでラジカルな社会派ドキュメントバラエティ番組を基
本毎週生放送！ 
MC 小籔千豊、真木蔵人 
BAZOOKA CLAN!!!：メロディー洋子、エリイ(Chim↑Pom)、高垣勇二 他 
今回はハワイ在住経験もある真木蔵人がオアフ島をナビゲートする 2 時間のスペシ
ャル！小籔千豊をはじめとする BAZOOKA!!!CLAN がこれまで見たことのないディー
プでローカルなリアルハワイを体験！レジェンドと呼ばれるミュージシャンやサーファ
ー他が登場。楽園の地に生きる伝説を知るロードムービーさながらの極上の２時
間。ボナペティ（召し上がれ）！ 
 

2/25（土）・26（日 
後 3:00-7:00 
<生中継> 

DEVILOCK NIGHT THE FINAL 

遠藤憲昭氏が主宰するストリートブランド「DEVILOCK」が 2011 年11 月11 日をもって
解散した。 
そのラストを飾るロック・イベント『DEVILOCK NIGHT THE FINAL～Thank you and 
Good bye～』が 2012 年 2 月 25 日（土）・26 日（日）に幕張メッセで行われる。 
「DEVILOCK」を愛する 65 組を超えるアーティストとキッズが集結、忘れられない 2 日
間となるだろう。 
BS スカパー！では各ステージのライブやバックステージの模様のほか、出演アーテ
ィストのインタビューなど 
「DEVILOCK NIGHT THE FINAL」をたっぷり凝縮して幕張メッセ特設ブースより生放
送！ 
MC:スピードワゴン 
 

3/6（火）後 11：00-深
1：00 他 

朝日ニュースター presents 
岩井俊二監督ドキュメンタリー 
「friends ａfter ３．１１」vol.2 

２０１１年に放送した vol.1 は放送後、多くの反響をよび、ベルリン国際映画祭の正式
招待作品に。Vol.2 では、３．１１以降、気がつけばふえていた友達が、さらにフレンズ
の和を広げ、震災後の日本、そして世界の中の日本をみつめる。 
ナビゲーター ：松田美由紀（女優） 藤波心（アイドル） 紀里谷和明（映画監督）ほ
か 
出演（※予定）： 坂本龍一（音楽家）、鈴木敏夫（スタジオジブリ代表 プロデューサ
ー）、マイケル・マドセン（映画監督）、イレーナ・サリーナ（映画監督）、広瀬隆（作
家）、frying dutchiman（ミュージシャン）、今西憲之（ジャーナリスト） ほか 
 

 

 ＢＳスカパー！（BS-241ch）では、上記の他にも様々なコンテンツを無料でお届けします。 

 詳しくは、ＢＳスカパー！公式サイト（URL：http://www.bs-sptv.com/）、EPG等をご覧ください。 

 
スカパー！PR 公式 twitter では、番組情報を中心に様々な情報をつぶやいています。 

 URL ： http://twitter.com/sptv_PR 

 

http://www.bs-sptv.com/

