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香川･岡崎･清武も出場の世界最高峰大会

UEFA チャンピオンズリーグ 16/17
9.13 開幕

全 125 試合生中継*

～ハリルホジッチ監督が特別コメンテーターに就任！～

UEL も、プレミアも、セリエ A も、ブンデスも、

スカパー!欧州サッカーはいつでもどこでも楽しめる！
スカパー! は、日本時間 9 月 13 日（火）深夜に開幕する「UEFA チャンピオンズリーグ 16 /17」
をグループステージから決勝まで全 125 試合を毎節生中継*します。欧州クラブの頂点を決める戦いで
は、各国リーグのチャンピオンを含む強豪 32 クラブが激突。今シーズンは、劇的な快進撃でチーム史
上初となるプレミアムリーグを優勝したレスター所属の岡崎慎司選手やドルトムント所属の香川真司
選手、セビージャ所属の清武弘嗣選手も出場します。
現地時間の昨日 8 月 25 日（木）に行われたグループステージ抽選会では、昨シーズン王者のレアル
マドリードとドルトムント、バイエルンとアトレティコマドリード、バルセロナとマンチェスターC、
アーセナルとパリサンジェルマンなどの強豪クラブがそれぞれ同組に入り、世界最高峰大会という舞台
での豪華な組み合わせが決定しました。
ドルトムント所属の香川真司選手からも「世界で一番レベルの高い大会で、今年は結果を出すために
一つ一つ戦い抜きたいと思います。」という力強い抱負メッセージが、スカパー!サッカーファンへ寄
せられています。スカパー!では、今シーズンの UEFA チャンピオンズリーグに出場する 3 人の日本人
アタッカー香川選手、岡崎選手、清武選手を起用した TVCM 放送ならびに YouTube での動画公開も 9
月 6 日（火）より展開します。

スカパー!UCL 公式サイト： http://soccer.skyperfectv.co.jp/ucl
また、パリサンジェルマン監督時代に UEFA チャンピオンズリーグ出場経験があるハリルホジッチ監
督を「UEFA チャンピオンズリーグ特別コメンテーター」に迎え、シーズンを通して特別番組や生中継
等への出演など、本大会を盛り上げるためにご協力していただきます。その皮切りとして、開幕前の 9
月 4 日（日）午後 10 時よりスカチャン 1 でサッカーファン必見の「ハリルホジッチが語る UEFA チ
ャンピオンズリーグ 16/17」を無料放送でお届けします。今シーズンの見どころや、グループステー
ジ開幕を前に様々な視点から語りつくします。さらに、毎節試合終了の翌日には注目プレーやゴール

シーンを振り返るハイライト番組も放送します。今シーズンも世界最高峰の戦いをスカパー!でお楽し
み下さい。

【生中継】 UEFA チャンピオンズリーグ 16/17 全 125 試合
（*スカパー!サービスでは一部録画放送）
グループステージ第 1 節 対戦カード 現地時間：9 月 13 日（火)・9 月 14 日（水)
A組
バーゼル vs ルドゴレツ
パリサンジェルマン vs アーセナル
B組
ベンフィカ vs ベシクタシュ
ディナモキエフ vs ナポリ
C組
バルセロナ vs セルティック
マンチェスターC vs メンヘングラートバッハ
D組
PSV vs アトレティコマドリード
バイエルン vs ロストフ
E組
トッテナム vs モナコ
レバークーゼン vs CSKA モスクワ
F組
レアルマドリード vs スポルティング
レギアワルシャワ vs ドルトムント
G組
ポルト vs コペンハーゲン
ブリュージュ vs レスター
H組
ユベントス vs セビージャ
リヨン vs ディナモザグレブ
【関連番組】 UEFA チャンピオンズリーグ 16/17 ハイライト（試合開催週木曜 後 8 時）
UEFA チャンピオンズリーグ 16/17 マガジン （毎週日曜 深夜 0 時）
※放送スケジュールは電子番組表（EPG）または公式サイトでご確認ください。

ハリルホジッチ監督×UEFA チャンピオンズリーグ特別企画
2016 年 9 月 4 日（日）午後 10 時～午後 10 時 30 分 ※スカチャン 1 で無料放送
「ハリルホジッチが語る UEFA チャンピオンズリーグ 16/17」
スカパー! UCL 特別コメンテーター ハリルホジッチ監督のコメント
UEFA チャンピオンズリーグは W 杯の次に最も観られていて、かなりレ
ベルの高い大会です。さらに、今シーズンはバルセロナ、アトレティコ・
マドリード、マンチェスターC、アーセナルなど偉大なチーム揃いです
し、歴史上最も素晴らしい大会になると思います。また、この大会には
日本人選手３選手が所属するチームも出場します。日本人選手には常に
試合へ出場し、良いプレーを期待しています。サポーターの皆さんにも
是非、彼らのプレーを、大会を観てもらいたいです。
【プロフィール】
ヴァイッド・ハリルホジッチ。1952 年生まれ（64 歳）ボスニア・ヘルツェゴビナ出身、
現在はフランス国籍。元サッカー選手でポジションは FW。1976 年欧州選手権と 1982 年
ワールドカップに出場。引退後はフランスやアフリカ諸国等で監督を歴任、リール（01/02）
やパリサンジェルマン(04/05)の監督として出場経験あり。現日本代表監督。

【ハリルホジッチ監督 今後の出演予定】
2017 年 1 月 UEFA チャンピオンズリーグ 16/17 グループステージレビュー
2017 年 2 月 UEFA チャンピオンズリーグ 16/17 決勝トーナメント中継 現地ゲスト解説
2017 年 7 月 UEFA チャンピオンズリーグ 16/17 シーズンレビュー
※放送予定・番組内容は変更になる場合があります。

UEFA チャンピオンズリーグの他にも、スカパー!では充実した欧州サッカーのラインアップをご用意、
ご覧いただく場合には「欧州サッカーセット」のご契約をおすすめします。スカパー!の欧州サッカーは
「いつでもどこでも楽しめる！」をコンセプトに、TV はもちろん、スマホ･PC･タブレットでも手軽に、
サッカーファンのニーズにお応えするサービスです。
UEFA ヨーロッパリーグ 16/17
強豪チーム＆日本人選手所属チームの試合を中心に放送、ハイライト番組も！
16/17 イングランド プレミアリーグ
岡崎慎司所属レスター、新監督を迎え注目が集まるマンチェスターU、マンチェスタ
ーC など注目試合を毎節 5 試合放送！（※生中継 2 試合、録画 3 試合）
16/17 イタリア セリエＡ
王者ユベントス、本田圭佑所属ミラン、長友佑都所属インテルを中心に毎節 4 試合生
中継と、ハイライト番組！
16/17 ドイツ ブンデスリーガ
注目の日本人選手出場試合や強豪クラブの試合など毎節 3 試合放送！（※生中継 1 試
合、録画 2 試合）

スカパー!「欧州サッカー」商品概要
サービス

スカパー!

スカパー!プレミアム

商品名

欧州サッカーセット

欧州サッカーセットプレミアム

料金（税込） 月額 3,980 円
※基本料金が月額 421 円かかります。新規加入の方は加入月に加入料 3,024 円がかかり
ます。加入月の翌月にご視聴料金とあわせて請求します。なお、上記いずれかの商品を
ご契約の方は、無料でご視聴いただけます。
新シーズン開幕！視聴料割引キャンペーン実施中
新規ご契約いただいたお客様の翌月視聴料を 2,000 円割引します。
<2016/8/1(月)～2016/9/30(金)お手続き完了分まで>
公式サイト： http://soccer.skyperfectv.co.jp/overseas/
内容

・UEFA チャンピオンズリーグ 16/17
・UEFA ヨーロッパリーグ 16/17
・16/17 イタリア セリエＡ
・16/17 イングランド プレミアリーグ
・16/17 ドイツ ブンデスリーガ
・その他関連番組（ハイライト番組、プレビュー番組、国際試合等）
※リーグによっては初回放送が録画の場合があります。詳しい放送スケジュールは電子
番組表（EPG）または公式サイトでご確認ください。

構成
チャンネル

CS800～802、805 スカチャン 0 他
（※サッカー関連番組のみ視聴可）
BS241 BS スカパー!
BS243 J SPORTS 2
BS245 J SPORTS 4

Ch.580～584/587～594 スカチャン 0 他
（※サッカー関連番組のみ視聴可）
Ch.585 BS スカパー!
Ch.586 スカサカ!
Ch.604 J SPORTS 2
Ch.605 J SPORTS 4

スカパー!
オンデマン
ド

【スマホ・PC・タブレットで視聴する場合】
上記いずれかの商品をご契約後、公式サイトのログインページより My スカパー!ID を
取得の上、スカパー!オンデマンドをご利用ください。なお、上記いずれかの商品をご契
約の方は、無料でご視聴いただけます。
スカパー!欧州サッカーをより便利に楽しむにはスマートフォン・タブレット専用アプリ
のご利用がおすすめです。出場選手情報や他試合の結果が試合中継と同一画面で閲覧で
きるほか、スコアやスタッツ等のデータがリアルタイム更新されるツール機能搭載によ
る新しい視聴スタイルを提供しています。専用アプリは App Store または Google Play
より無料でダウンロードいただけます。
欧州サッカー視聴専用アプリ

トップページ

※イメージ

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

