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News Release

記者会見で大会の見どころを紹介！

『リオ 2016 パラリンピック競技大会』
◆今大会の放送テーマソングは星野源の
新曲「Continues（コンティニューズ）」
◆キャッチコピー決定!!“このスポーツは、想像を超える。”
スカパー! は、2016 年 9 月 7 日（水）～9 月 18 日（日）【日本時間 2016 年 9 月 8 日（木）～9 月 19
日（月・祝）】にブラジル・リオデジャネイロで開催される「リオ 2016 パラリンピック競技大会」を 24 時
間専門チャンネルで放送します。本日、記者会見を開催し、パラリンピックを放送する理念や「リオ 2016
パラリンピック競技大会」の見どころ、キャッチコピーを紹介、柔道 73kg 級日本代表として本大会に出場
する北薗新光選手とパワーリフティング 54kg 級日本代表の西崎哲男選手、中継や大会ハイライトをお送り
する番組『リオパラ 2016 ハイライト』でコメンテーターを務める増田明美（ロサンゼルスオリンピック：
マラソン出場）、大菅小百合（アテネオリンピック：自転車出場）、中村真衣（シドニーオリンピック：水泳
背泳ぎ銀・リレー銅メダリスト）によるトークセッションを実施。さらに今大会の放送テーマソングとして
星野源さんとのタイアップを発表、新曲「Continues（コンティニューズ）
」を初公開しました。
会見では、代表取締役 執行役員社長の高田真治よりパラリンピックを放送する理念として、世界的に“パ
ラスポーツ”が今後スポーツとして普及拡大していくであろうと予測し、サッカーや野球で確立したスカパ
ー! のスポーツブランドを、さらに醸造させる可能性があるという意味において、健常者のスポーツ中継と
同じスタイルで取り組んできた旨を説明しました。次に「リオ 2016 パラリンピック競技大会」の放送及び
プロモーションプランとキャッチコピーを取締役執行役員専務 有料多チャンネル事業部門長兼放送事業本
部長である小牧次郎より紹介。編成のポイントとして、
「24 時間のパラリンピック専門チャンネルを開局」、
「スカパー! オンデマンドでも PC・スマホ・タブレットで配信」などを挙げ、キャッチコピー「このスポー
ツは、想像を超える。
」を発表しました。
その後のトークセッションでは、北薗選手・西崎選手に大会への意気込みや注目してほしいポイントを語
っていただきました。一方、オリンピック出場経験者である増田明美、大菅小百合、中村真衣はこれまでの
競技経験を元に、パラリンピックの魅力やスポーツに対する想い、注目の競技や選手について言及。最後に
本大会の放送テーマソングを星野源さんが担当することを発表し、星野源さんからの動画メッセージと共に
本大会の放送テーマソング曲「Continues（コンティニューズ）」を用いた TVCM を初公開しました。この
TVCM は 8 月 8 日（月）より全国（一部地域を除く）で放送、You Tube（https://youtu.be/fGJAOH-MSGI）
でも 8 月 5 日（金）16 時よりご覧いただけます。

『スカパー! リオ 2016 パラリンピック TVCM』
＊星野源新曲・放送テーマソングをご紹介いただく場合は、（コンティニューズ）を含めた、「Continues（コンテ

ィニューズ）」と表記いただきますようお願いします。

■星野源プロフィール

1981 年、埼玉県生まれ。音楽家・俳優・文筆家。2010 年に 1st アルバム『ば
かのうた』でソロデビュー。2015 年にリリースしたシングル『SUN』が、
オリコンウィークリーシングルチャートにおいて自己最高となる 2 位、各配
信チャートで軒並み 1 位を記録するなど大ヒットを記録。12 月にリリースし
たニューアルバム『YELLOW DANCER』は自身初となるオリコンウィークリ
ーアルバムチャートで 1 位を獲得、
現在までに 35 万枚の大ヒットを記録し、
同年末の『第 66 回 NHK 紅白歌合戦』への初出場を果たした。2016 年 1 月
からはアルバムを携え、約 2 年ぶりとなる全国ツアー『YELLOW VOYAGE』

を開催、さいたまスーパーアリーナ 2DAYS を含む、全 11 都市 13 公演で 10 万人を動員する。6 月 22 日には同ツアー
を映像化した Blu-ray&DVD『Live Tour“YELLOW VOYAGE”』を発売、オリコンウィークリーチャートにおいて DVD
総合ランキング、Blu-ray 総合ランキング、総合 Music DVD・Blu-ray ランキングと映像ランキング主要 3 部門ですべ
て 1 位を獲得、映像作品でも大ヒットを記録中。俳優として映画『箱入り息子の恋』
、
『地獄でなぜ悪い』
、ドラマ『コウ
ノドリ』
（TBS）
、NHK 大河ドラマ『真田丸』など多数出演。文筆家としても著書『蘇える変態』
、
『働く男』
、
『そして生
活はつづく』
、
『星野源雑談集１』を刊行するなど、幅広い分野で活動中。

《星野源コメント》
選手の皆さんの最高にカッコいい姿に自分の歌が重なった CM 映像を見て、とても感動しています。新曲
『Continues（コンティニューズ）
』は、
「続く」
「伝う」というテーマで制作しました。命が続いていくこと
の凄さ、人間の想いや情熱が、その人自身だけでなく、周りや世界、そして後世に伝わり、希望や活力を生
んでいるということの凄さ。楽曲を聴いて下さる方にもそんな想いが伝わったらいいなと思います。

■登壇者コメント
《北薗新光選手コメント》
僕が出場する視覚障がい者柔道では、一般的な柔道と違って、組んだ状態からスタートするのでダイナミッ
クな技で一本が取りやすく、スピーディーな展開が魅力だと思います。今回、海外の選手にパワーで負けな
いように 100kg 級から 73kg 級に階級を落としました。負けない柔道で金メダルを目標に頑張ります。

《西崎哲男選手コメント》
競技名自体はパワーリフティングと言いますが、やっている種目はベンチプレスになります。階級によって
は健常者よりも障がい者が重いものを上げることもあるので、そこが見どころです。まだまだ、僕自身が世
界でメダルを狙えるほどの記録を持っていませんので、自己記録更新、最低でも 140 ㎏以上を上げて、東京
でメダルを狙えるように、そこでまたスタートに立てるように頑張ります。

《増田明美コメント》
今大会から始めて女子マラソンが正式種目に仲間入りしましたので、チャーミングな道下美里選手に注目し
ています。また、水泳の成田真由美選手や、卓球の別所キミヱ選手、投てきの大井利江選手など、中高年希
望の星として活躍し、見ている人が勇気をもらえる選手にも注目しています。パラリンピックには、社会を
変える大きな力があります。自分らしく小ネタを挟みながら選手の人柄も伝えていきたいです。

《大菅小百合コメント》
私は中継解説で自転車競技を担当します。その中では競技を始めて間もない男子選手の川本選手が注目です。
一緒に走って競争したことがあるのですが、負けました。その時、とても尊敬しましたし、
“すごいな”と思い
ました。また、タンデムという種目で世界タイトルなどではメダルも獲得する女子選手の鹿沼由理恵選手は、
夏季・冬季のどちらのパラリンピックにも出場しており、今回も夏季に出るということで注目です。

《中村真衣コメント》
選手の皆さんにはパラリンピック本番で練習の成果を存分に発揮していただきたいと思います。パラリンピ
アンの皆さんが限られた環境の中で、自分たちの限界に挑んでいく姿が魅力のひとつだと思います。大会で
は数多くのドラマが生まれると思うので、応援する皆さんと共有したいと思います。

＜スカパー! パラスポーツへの取り組み＞
スカパー! は、
2008 年の
「車椅子バスケットボール日本選手権」
を皮切りにパラスポーツ中継に取り組み始め、北京、ロンドン、ソ
チと夏冬合わせて 3 度のパラリンピックを放送したほか、
「JAPAN
OPEN 2012 飯塚国際車椅子テニス」
「2012 ジャパンパラ陸上」
「ブ
ラインドサッカー世界選手権 2014」
「2015 IPC 世界水泳」など
年々中継競技を広げ強化してきました。特に 2014 年に開催された
ロシア・ソチでの冬季パラリンピックでは連続放送した 200 時間
以上のうち 60 時間以上を生中継で放送し、
興奮と感動をリアルタイムで伝えました。
2016 年 9 月 7 日（水）
～9 月 18 日（日）にブラジル・リオデジャネイロで開催される「リオ 2016 パラリンピック競技大会」につ
いても、
「パラリンピック専門チャンネル」を開局し、放送することを決定しています。

≪大会放送概要≫

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。

タイトル：

リオ 2016 パラリンピック競技大会

放送日時：

2016 年 9 月 7 日（水）～9 月 18 日（日）
【日本時間 2016 年 9 月 8 日（木）～9 月 19 日（月・祝）
】

チャンネル： スカチャン 0「パラリンピック専門チャンネル」（CS800／プレミアムサービス 580）
視聴方法：

他

スカパー! のいずれか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。

公式サイト： http://www.skyperfectv.co.jp/special/rio/
※スカパー! オンデマンドでも配信いたします

■充実のハイライト番組を放送
大会開催中は 2 時間のデイリーハイライト番組『リオパラ 2016 ハイライト』を連日生放送でお送りしま
す。結果や成績だけではなく様々な競技をダイジェストで放送。連日タイムリーな情報と普段見ることがで
きないパラリンピックならではの迫力ある映像をお届けします。

≪ハイライト番組放送概要≫

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。

タイトル：

リオパラ 2016 ハイライト

放送日時：

2016 年 9 月 8 日（木）～9 月 19 日（月・祝）

後 7 時～後 9 時

※日本時間

チャンネル： スカチャン 0「パラリンピック専門チャンネル」（CS800／プレミアムサービス 580）、
※BS スカパー! は録画放送になる場合がございます。
BS スカパー! （BS241／プレミアムサービス 585）
視聴方法：

スカパー! のいずれか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。

※スカパー! オンデマンドでも配信いたします

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

