News Release
2016 年 7 月 28 日
スカパーJSAT 株式会社

インターネットでも楽しめる!!
あたらしい スカパー! ライフ はじまります
現行 19 チャンネルから、今秋には 50 チャンネルの充実ラインナップへと順次拡大

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、以下スカ
パーJSAT）は“インターネット上にスカパー! を出現させる”をコンセプトに、スカパー! オン
デマンド上にて、これまではテレビでご視聴いただいていたチャンネルや番組を、スマートフォ
ン・タブレット・PC 等でもお楽しみいただける“IP リニア”を推進してまいります。
現在配信中の 19 チャンネルに加え、2016 年 8 月 1 日より新たに 19 チャンネル、今秋にはさら
に 12 チャンネルの“IP リニア”を開始いたします。スカパー! の放送サービスをご利用される
お客様であれば、ご契約中のほぼ全てのチャンネルや番組を追加料金なしでご覧いただけます。
スカパー! オンデマンドは今秋以降、サイト、アプリともにデザインを大幅に刷新し、
“IP リニ
ア”
と VOD を融合した視聴体験をご提供することでお客様からのニーズにお応えしてまいります。
ご自宅のテレビだけでなくお手元のスマートフォンやタブレット、PC 等でも楽しめる、あたら
しいスカパー! ライフがはじまります。
なお、IP リニアチャンネル数は、放送事業者様との連携により今後増加する予定です。

※「IP リニア」とは放送で編成されている番組をリアルタイムでインターネット配信を行うものです。
※ チャンネル数は変更になる場合があります。
※ J リーグオンデマンド、欧州サッカーオンデマンド、プロ野球セットは 1 チャンネルとして記載して
います。
※ スカパー! オンデマンドアダルトの提供主体は株式会社スカパー・ブロードキャスティングです。
以上
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【IP リニアチャンネルラインナップ】
※チャンネル名やチャンネルロゴは今後変更になる可能性がございます。

～現行チャンネル（19ｃｈ）～
J リーグオンデマンド

スポーツ

欧州サッカーオンデマンド

いつでもどこでもＪリーグが
視聴できる ※2017 シーズ
ン以降の配信は未定

プロ野球

スポーツ

スマホ・PC・タブレットでい
つでもどこでも欧州サッカー
が楽しめる！

サムライ TV オンデマンド

全9 球団の主催試合のLIVE 配
信！

ゴルフネットワーク

スポーツ

スポーツ

GAORA

スポーツ

スカイ A

総合エンターテイメント

ヤクルト主催全試合完全生中
継！ほか話題のオリジナルバ
ラエティもぎっしり！

スポーツ

旬なスポーツをLIVE配信で楽
しめる！

BS スカパー!

総合エンターテイメント
スカパー！の“おまけチャンネ
ル”
オリジナルバラエティやドラ
マ、スポーツなどお届け

ココロ踊る！日本初！ダンス
専門テレビ局

フジテレビ ONEsmart

スポーツ

国内・海外の様々なスポーツを
お届け！

J SPORTS を PC・モバイルで
も！

ダンスチャンネル
by エンタメーテレ

スポーツ

プロレス格闘技の注目大会を
毎月生中継！

日本唯一のゴルフ専門チャン
ネル！This is The ONE

J SPORTS

スポーツ

フジテレビ TWOsmart

総合エンターテイメント

国内ドラマ、韓流、アニメに加
え、今季から西武ライオンズ主
催全試合完全生中継！
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フジテレビ NEXTsmart

総合エンターテイメント

Kawaiian TV

F１、海外サッカー、音楽ライ
ブなど大充実のプログラム！

キッズステーション
・プラス１

アニメ

見せすぎアイドルチャンネル

CNN/US

ニュース・ビジネス経済

日経ＣＮＢＣをリアルタイム
で動画配信！

パラダイステレビ

ニュース・ビジネス経済

いつでもどこでも“アメリカの
今”を体感

子育て応援チャンネル

日経 CNBC

国内ドラマ
・バラエティ・舞台

ＫＭＰチャンネル

アダルト

Ｓ級の素●・人妻作品を多数ラ
インナップ

アダルト

アダルトバラエティー専門テ
レビ局
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～8 月新規開始チャンネル（19ｃｈ）～
Ｖ☆パラダイス

映画

ヌーヴェルパラダイス

V シネ、お宝映画、麻雀、パチ
＆スロ、グラビア、バラエティ
を提供中

ＳＯＲＡ―お天気チャンネル―

ニュース・ビジネス経済

オトナの息ヌキしてみません
か？

囲碁・将棋チャンネル

公営競技

レジャーチャンネル

アダルト

レッドチェリー

ギャルも美熟女も高画質映像
でお届け！

VENUS

アダルト

アダルト

魅惑のワールドワイドチャン
ネル

アダルト

厳選企画作品中心のオムニバ
スチャンネル

バニラスカイチャンネル

アダルト全ジャンルから厳選
した作品をお届け！

プレイボーイ チャンネル HD

公営競技

全国２４場のボートレースを
迫力ある映像でお届け！
※全８ｃｈでスタート！

浦和船橋大井川崎競馬を全レ
ース生中継

チェリーボム HD

教育

対局、棋譜解説、講座など毎日
囲碁と将棋が楽しめる日本で
唯一の専門チャンネル

いつでも最新の天気をチェッ
クできる

南関東地方競馬チャンネル

国内ドラマ・バラエティ・舞台

アダルト

カワイイ娘オンリーの美女専
門チャンネル

レインボーチャンネル

アダルト

大人気のＡＶ作品、全ジャンル
完全網羅！
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～今秋新規開始予定チャンネル（12ｃｈ）～
スターチャンネル 1
プレミアム

映画

スターチャンネル 2
セレクト

最新作をお届けするプレミア
ムチャンネル
スターチャンネル 3
吹替専門

映画

映画ファンの期待にお応えす
るセレクト映画チャンネル

日テレジータス

スポーツ

クラシカ・ジャパン

音楽

エンタメ～テレ
☆シネドラバラエティ

ノスタルジー音楽専門チャン
ネル
アイドル専門チャンネル
Pigoo プラス

国内ドラマ・バラエティ・舞台

ニュース・ビジネス経済

中国の“今”をダイレクトにお
届け－CCTV 大富

総合エンターテイメント

やんちゃな大人の刺激的エン
タメ！

BBC ワールドニュース

ニュース・ビジネス経済
英国放送協会（ＢＢＣ）の国際
ニュースとドキュメンタリー
の専門局

ガールズエンタメ専門チャン
ネル

中国テレビ★ＣＣＴＶ大富

音楽
ヨーロッパ直送のクラシック
音楽がどこでもお楽しみいた
だける日本唯一の専門チャン
ネル

感覚を刺激するエキサイティ
ングな映像が満載！
ミュージック・グラフィティ
TV2

スポーツ

日テレジータスは日本テレビ
がおくる CS 放送のスポーツ
チャンネルです

日本唯一の吹替専門チャンネ
ル

EX スポーツ

映画

鉄道チャンネル

娯楽・趣味

日本で唯一の鉄道専門チャン
ネルです。
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