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スカパー! は、豪華アーティストを迎えお送りする音楽祭「スカパー! 音楽祭 2016」を BS スカパー! と
４K 専門チャンネル「スカパー!４Ｋ 総合」で 2 月 28 日（日）午後 7 時 30 分より生放送します。本日、第
二弾出演アーティストとして 10 組の出演が決定。同時に第一弾出演アーティストとして発表した 19 組を含
め、全 29 組の楽曲と歌唱順についても決定しました。 

「スカパー! 音楽祭」は、日本を代表するアーティストたちが大ヒットソングを披露し、未だかつて無い
構成で「音楽との出会い」をお届けする、まさに“祭り”。昨年 2 月に総勢 22 組の豪華アーティストと音楽
監督・武部聡志を迎え、スカパー! 初となる音楽祭「スカパー! 音楽祭 
2015」を開催しました。出演アーティストがそれぞれのヒット曲をフル
コーラスで披露し、さらにはアーティストたちによる夢のコラボレーシ
ョンが実現。至極のひとときを 5 時間生放送でお送りしました。今年は
昨年に続き 2 回目の開催となり、出演アーティストも総勢 29 組へとボ
リュームアップ。スカパー! 渾身の音楽番組をお楽しみください。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

News Release 
第二弾出演アーティスト決定!! 

「スカパー! 音楽祭 2016」 
2月 28日（日）午後 7時 30分より 

BSスカパー! とスカパー!４Ｋ総合で同時生放送 

≪放送概要≫ ※放送内容は変更になる場合がございます。 

タイトル：「スカパー! 音楽祭 2016」 
放送日時：2016 年 2 月 28 日（日）後 7 時 30 分～深 0 時 
MC ：ハマ・オカモト（OKAMOTO'S） 
音楽監督：武部聡志 
出演アーティスト：Anly、板野友美、w-inds.、OKAMOTO'S、奥華子、加藤ミリヤ、華原朋美、 

カントリー・ガールズ、岸谷香、桐嶋ノドカ、欅坂 46、コアラモード.、郷ひろみ、
小南泰葉、小柳ゆき、JUJU、高見沢俊彦（THE ALFEE）、チームしゃちほこ、 
フジファブリック、flumpool、WHITE ASH、Ms.OOJA、ももいろクローバーZ、 
森高千里、森山良子、安田レイ、LiSA、和田アキ子、渡辺美里（50 音順） 

チャンネル：BS スカパー!（BS241／プレミアムサービス 585） 
スカパー!４Ｋ 総合（プレミアムサービス 596）※ 

視聴方法：ＢＳスカパー!は、スカパー! のチャンネルまたはパック・セット等のご契約者は、 
無料でご視聴いただけます。 
※４Ｋ放送をご視聴いただくには４Ｋ対応受信機器とプレミアムサービスへのご加入が必要となります。 

視聴方法の詳細は、スカパー! ４Ｋ公式サイト（http://www.skyperfectv.co.jp/4k/）でご確認ください。 

公式サイト：http://www.skyperfectv.co.jp/special/ongakusai/ 
 

【第二弾出演アーティスト】 

Anly、板野友美、奥華子、桐嶋ノドカ、郷ひろみ、小南泰葉、flumpool、 
WHITE ASH、安田レイ、渡辺美里（50音順） 

▼セットリストは次頁をご確認ください。 

http://www.skyperfectv.co.jp/4k/
http://www.skyperfectv.co.jp/special/ongakusai/


■セットリスト 
歌唱順 アーティスト名 曲目 

1 和田アキ子×ももいろクローバーＺ もう一度ふたりで歌いたい (和田アキ子) 
2 ももいろクローバーＺ 白金の夜明け (ももいろクローバーＺ) 
3 岸谷香×百田夏菜子 世界でいちばん熱い夏 (プリンセスプリンセス) 
4 フジファブリック 徒然モノクローム (フジファブリック) 
5 欅坂 46×武部聡志 君の名は希望 (乃木坂 46) 
6 フジファブリック Girl! Girl! Girl! (フジファブリック) 
7 チームしゃちほこ マジ感謝 (チームしゃちほこ) 
8 カントリー・ガールズ ブギウギ LOVE (カントリー・ガールズ) 
9 和田アキ子×有安杏果 どしゃぶりの雨の中で (和田アキ子) 
10 OKAMOTO'S Knock Knock Knock (OKAMOTO'S) 
11 和田アキ子×武部聡志 だってしょうがないじゃない (和田アキ子) 
12 チームしゃちほこ×武部聡志 乙女受験戦争 (チームしゃちほこ) 
13 OKAMOTO'S Beek (OKAMOTO'S) 
14 岸谷香×今野均 パパ (プリンセスプリンセス) 
15 森高千里 青春 (森高千里) 
16 岸谷香 ハッピーマン (奥居香) 
17 郷ひろみ×川江美奈子 ありのままでそばにいて (郷ひろみ) 
18 小柳ゆき×伊藤千由李（チームしゃちほこ） 愛情 (小柳ゆき) 
19 森高千里 百見顔 (森高千里) 
20 華原朋美×咲良菜緒（チームしゃちほこ） I'm Proud (華原朋美) 
21 華原朋美 LOVE IS ALL MUSIC (華原朋美) 
22 w-inds. In Love With The Music (w-inds.) 
23 郷ひろみ×JUJU GOODBYE DAY (来生たかお) 
24 郷ひろみ×加藤ミリヤ  未完成 (郷ひろみ) 
25 ももいろクローバーＺ×ハマ・オカモト マホロバケーション (ももいろクローバーＺ) 
26 LiSA シルシ (LiSA) 
27 安田レイ あしたいろ (安田レイ) 
28 加藤ミリヤ リップスティック (加藤ミリヤ) 
29 WHITE ASH Blaze (WHITE ASH) 
30 JUJU×有安杏果×武部聡志 The Rose (Bette Midler) 
31 コアラモード.×玉井詩織 七色シンフォニー (コアラモード．) 
32 コアラモード． さくらぼっち (コアラモード．) 
33 ももいろクローバーＺ×武部聡志 モノクロデッサン (ももいろクローバーＺ) 
34 渡辺美里×武部聡志 卒業 (渡辺美里) 
35 奥華子×高城れに Birthday (奥華子) 
36 Ms.OOJA×黒沢 薫（ゴスペラーズ）×武部聡志 Be... (Ms.OOJA) 
37 flumpool 夜は眠れるかい？ (flumpool) 
38 flumpool とある始まりの情景～Bookstore on the hill～ (flumpool) 
39 LiSA×小南泰葉 リスキー（LiSA） 
40 佐々木彩夏×小南泰葉 だって あーりんなんだもーん☆ (佐々木彩夏) 
41 Anly Don’t give it up! (Anly) 
42 桐嶋ノドカ Chandelier (シーア) 
43 板野友美 HIDE＆SEEK (板野友美) 
44 高見沢俊彦×ももいろクローバーZ 鋼の意思 (ももいろクローバーZ) 
45 小柳ゆき×桐嶋ノドカ×武部聡志 あなたのキスを数えましょう～You were mine～ (小柳ゆき) 
46 w-inds. 四季 (w-inds. ) 
47 JUJU New York State Of Mind (BILLY JOEL) 
48 渡辺美里 10years (渡辺美里) 
49 森山良子 ユー・レイズ・ミー・アップ (シークレット・ガーデン) 
50 森山良子×秋本帆華×武部聡志 この広い野原いっぱい (森山良子) 

※披露楽曲は変更になる可能性がございます。 

リリース情報は、こちらのサイトにも掲載されております。 「スカパー! エンタメ情報館」 http://blogs.skyperfectv.co.jp 
 

http://blogs.skyperfectv.co.jp/

