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スカパー! UEFA チャンピオンズリーグ決勝 PR アンバサダー
芸能界インスタクイーン

渡辺直美 就任決定!!
イメージビジュアルを解禁！

「おいしいピザの写真をアップします」

『UEFA チャンピオンズリーグ 15/16 決勝』5 月 28 日(土)生中継
スカパー! は、5 月 28 日（土）*1 にイタリア・ミラノで開催される
『UEFA チャンピオンズリーグ 15/16

決勝』レアルマドリード vs. ア

トレティコマドリードの試合を、元日本代表監督であり、FC 今治のオー
ナーでもある岡田武史氏の現地解説のもと、5 月 28 日（土）深夜 3 時

15 分*1 よりスカチャン 0、及びスカパー! 4K 総合で生中継します。
「UEFA チャンピオンズリーグ決勝」の 4K 生中継は世界初となります。
その「UEFA チャンピオンズリーグ決勝」をさらに盛り上げるべく、
「ス
カパー! UEFA チャンピオンズリーグ決勝 PR アンバサダー」に、写真・

動画共有アプリ『Instagram』のフォロワー数が日本一*2 で、抜群の情

報拡散力を誇る渡辺直美の就任が決定。本日 5 月 22 日（日）就任会見
を行いました。*1 日本時間 *25 月 22 日（日）現在
会見には、レアルマドリードのユニフォーム姿で登場。挨拶の後、MC から「渡辺直美さんにサッカーの
イメージはないですよね。」と問いかけられると「サッカー自体は私も好きなんですけど、自分でもサッカー
のイメージはない思っていますし、オファーをいただいた時はとても驚きました。」と、心境を語りました。
その後、レアルマドリードのジダン監督とクリスティアーノ・ロナウド選手、アトレティコマドリードのシ
メオネ監督とフェルナンド・トーレス選手の等身大パネルが登場すると、
「この二人は知ってます!!」とクリ
スティアーノ・ロナウド選手とジダン監督のパネルに大興奮。MC から選手の説明をうけ、
「クリスティアー
ノ・ロナウド選手は年俸が 90 億円で、この顔だったらイケイケですよね。
」とコメントし、会場を笑わせま
した。さらに、MC から『スカパー! UEFA チャンピオンズリーグ決勝 PR アンバサダー』としてのミッショ
ンを伝えられると、
「私と同世代の女子でもサッカーが好きな方はたくさんいますけど、まだまだこの魅力を
知らない方もいると思うので、そういった方々に魅力を発信していきたいと思っています。」と語りました。
イメージビジュアルのお披露目では、
「私のインスタと同じ感じに仕上がってるので、スタッフさんは私のイ
ンスタをよく見てる。
」との感想。MC から『スカパー! UEFA チャンピオンズリーグ決勝 PR アンバサダー』
としての公約宣言を促されると「1 つ目は選手と写真を撮ります。2 つ目は現地ファンの盛り上がりを伝え
ます。3 つ目はおいしいピザの写真をアップします。」と宣言。フォトセッションでアトレティコマドリード
のユニフォーム姿も披露し、会見を締め括りました。

《渡辺直美コメント》
この度、スカパー! さんから熱烈なラブコールをいただき、
『スカパー! UEFA チャンピオンズリーグ決
勝 PR アンバサダー』に就任した渡辺直美です。現地の熱い盛り上がりを皆さんに発信していきたいと
思います。皆さんには私のインスタももちろんですが、試合も楽しんでいただきたいです。よろしくお
願いします。

■UEFA チャンピオンズリーグとは
欧州サッカー連盟（UEFA）の主催で毎年 9 月から翌年の 5 月にかけて行
われる UEFA チャンピオンズリーグ（英: UEFA Champions League）は、
欧州最強クラブを決める世界最高峰の戦いとして、全世界で高い注目を浴び
ています。その「UEFA チャンピオンズリーグ」が、遂にクライマックスを
迎えます。対戦カードは 2 年前の決勝と同じ『レアルマドリード vs. アト
レティコマドリード』
。レアルマドリードは通算 14 回目の決勝進出となり、
通算 11 回目の大会制覇を目指します。一方、アトレティコマドリードは今
回 3 回目の決勝進出、初めての優勝に挑みます。2 年前の決勝では、延長戦
の末にレアルマドリードが４－１で勝利、激戦を制しました。マドリードに
本拠地を置く両クラブの対戦で最高潮の盛り上がりを見せること間違いなしの「UEFA チャンピオンズ
リーグ決勝」を渡辺直美が現地の様子と共に SNS で情報発信していきます。

■スカパー! UEFA チャンピオンズリーグ決勝 PR アンバサダーとは
スカパー! UEFA チャンピオンズリーグ決勝 PR アンバサダーは、世界の 200 を超える地域で 1 億 8
千万人が観戦する「UEFA チャンピオンズリーグ」の魅力をもっと日本で広めるため、実際に現地に行
き、情報発信することがミッションです。今回抜擢された渡辺直美は、『Instagram』のフォロワー数
が日本一（約 400 万）*であり、これまで蓄積した SNS 上での情報拡散ノウハウを基に、下記記載の
SNS「スカパー! 公式アカウント」や「渡辺直美自身の SNS アカウント」で情報発信をしていきます。
本日 22 日以降、PR アンバサダーの活動をスタートし、決勝前日の 27 日（金）にミラノへ。一般の方
は入れない前日練習の模様や、盛り上がるミラノの街を SNS でレポートしながら、日本の方々に「UEFA
チャンピオンズリーグ」の魅力やサッカーイベントとしての規模の大きさを伝えていきます。今回の渡
辺直美による「UEFA チャンピオンズリーグ」関連の SNS 投稿は、下記記載の「まとめサイト」でご確
認いただけます。また、
「スカパー! UEFA チャンピオンズリーグ決勝 PR アンバサダー」の活動の模様
を密着特別番組として 6 月 15 日（水）午後 8 時より BS スカパー! で放送します。*5 月 22 日（日）現在

■各種公式アカウント URL、サイト URL
本日 22 日以降、
渡辺直美による PR アンバサダーとしての活動は下記 URL よりご確認いただけます。

<スカパー! 公式アカウント>
【Twitter】

https://twitter.com/skyperfectv

【Facebook】 https://www.facebook.com/skyperfectv
<渡辺直美アカウント>
【Instagram】 https://www.instagram.com/watanabenaomi703/
【Twitter】

https://twitter.com/watanabe_naomi

【Facebook】 https://www.facebook.com/watanabe.naomi703
<渡辺直美「スカパー! UEFA チャンピオンズリーグ決勝 PR アンバサダー」活動まとめサイト>
http://soccer.skyperfectv.co.jp/ucl/ambassador/naomi/

■イメージビジュアルは下記 URL よりダウンロードいただけます
本日公開したイメージビジュアルは下記 URL よりダウンロードいただけます。
記事掲載の際にはご活用いただけますと幸いです。※下記 URL は本日 22 日（日）より約 1 週間有効です。

http://xfs.jp/HviCX9

≪UEFA チャンピオンズリーグ 15/16 決勝 放送概要≫
タイトル：

UEFA チャンピオンズリーグ 15/16 決勝

放送日：

2016 年 5 月 28 日（土）深 3 時 15 分～ ※日本時間

チャンネル： スカチャン 0（CS800／プレミアムサービス 580）
スカパー! 4K 総合（プレミアムサービス 596）
欧州サッカーオンデマンド
出演者：
【スカチャン 0】実況：下田恒幸、解説：川勝良一、ゲスト解説：岡田武史（元日本代表監督、FC 今治オーナー）
【スカパー! 4K 総合】実況：野村明弘、解説：福田正博
視聴方法：

「スカチャン 0」でのご視聴には「欧州サッカーセット」
「欧州＆J リーグセット」
「欧州サッカーセッ
トプレミアム」
「欧州＆J リーグセットプレミアム」のいずれかのセットへのご契約が必要です。
「スカパー! 4K 総合」でのご視聴はプレミアムサービス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。また、
「スカパー! オンデマンド」でのご視聴には「欧州サッ
カーオンデマンド」へのご契約が必要です。

公式サイト：

http://soccer.skyperfectv.co.jp/ucl

≪渡辺直美 UEFA チャンピオンズリーグ決勝密着特別番組 放送概要≫
放送日：

2016 年 6 月 15 日（水）後 8 時～後 8 時 30 分

チャンネル：

BS スカパー!（BS241／プレミアムサービス 585）

出演者：

渡辺直美

視聴方法：

無料放送

※「スカパー! UEFA チャンピオンズリーグ決勝 PR アンバサダー」活動まとめサイトでも無料公開予定！
http://soccer.skyperfectv.co.jp/ucl/ambassador/naomi/
※放送スケジュールは変更になる場合がございます。

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

