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『SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2016』
日本最大級の野外ライブイベントを日本と海外の計 6 つの国と地域で放送。
台湾およびスリランカでは初放送。

株式会社スペースシャワーネットワーク（本社：東京都港区 代表取締役社長 清水 英明、以下スペースシャワーネットワ
ーク）、WAKUWAKU JAPAN 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 川西将文、以下 WAKUWAKU JAPAN）は、野
外ライブイベント「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2016（以下、「SWEET LOVE SHOWER 2016」）」の模様を日本
および海外の計 6 つの国と地域で放送することを決定しました。
SPACE SHOWER が主催する「SWEET LOVE SHOWER」は今年で通算 21 回目の開催となる野外ライブイベントで、2016
年は 8 月 26 日～28 日に山梨県の山中湖交流プラザきららで開催されました。いま注目の若手ミュージシャンから日本音楽
界を代表するトップミュージシャンまで合計 62 組のアーティストが出演し、3 日間で約 5 万人が来場。白熱のライブに興じまし
た。そのダイナミックな感動と興奮をさらに多くの皆様にお届けするために、10 月から 12 月にかけて日本および海外の計 6
つの国と地域で大型特番として放送します。日本ではスペースシャワーネットワークが、海外では WAKUWAKU JAPAN がイン
ドネシア、ミャンマー、シンガポール、台湾、スリランカでの放送を予定しています。台湾およびスリランカでは初放送です。
近年は様々なアーティストが海外でライブを行うようになり、日本の音楽はアジアを中心に需要が高まってきています。中
でも台湾は非常に親日であること、また数多くの日本のアーティストが台湾を訪れライブを開催していることもあり、日頃から日
本の音楽に慣れ親しんでいます。豪華アーティスト陣が出演する「SWEET LOVE SHOWER 2016」の台湾での放送は、多くの
日本音楽ファンを楽しませるとともに、日本音楽の人気をますます高め、アーティスト活躍の場を広げていくことが期待できま
す。
今回放送する「SWEET LOVE SHOWER 2016」には、2 年ぶりの出演となるサカナクション、初出演の DREAMS COME
TRUE、最終日のトリを務めた ASIAN KUNG-FU GENERATION などをはじめ、矢沢永吉、[Alexandors]などが出演。日本をはじ
め世界の人々に今の日本の音楽のパワーを存分に味わっていただき感動をお届けしてまいります。
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■イベント概要
・イベント名：SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2016
・開催場所：山中湖交流プラザ きらら （山梨県）
・観客動員数：約 50,000 人
・公式サイト： http://www.sweetloveshower.com/

＊8 月 26 日～28 日開催

イベント Key Visual

イベント会場

■放送日時 ＊現地時間
放送国
日本
インドネシア
ミャンマー
シンガポール
台湾
スリランカ

チャンネル名
SPACE SHOWER TV

放送日
10 月 21 日～23 日
11 月 26 日、12 月 3 日、12 月 10 日
11 月 26 日、12 月 3 日、12 月 10 日

WAKUWAKU JAPAN

11 月 26 日、12 月 3 日、12 月 10 日
11 月 27 日、12 月 4 日、12 月 11 日
11 月 27 日、12 月 4 日、12 月 11 日

放送時間
21：00-24：00
21：00-24：00
20：30-23：30
21：00-24：00
0：30-3：30
0：30-3：30

放送内容
日本語版
インドネシア語版
英語版
英語版
中国語版
英語版

※放送日によって放送開始時間が異なります。詳しくはお問い合わせください。

■出演アーティスト

DREAMS COME TRUE

ASIAN KUNG-FU GENERATION

その他、合計 62 組のアーティストが出演
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＜WAKUWAKU JAPAN とは＞

公式サイト ： http://www.wakuwakujapan.tv/

WAKUWAKU JAPAN は、日本のコンテンツを２４時間、現地の言葉でお届けする現地の方向けのチャンネルです。現在、イン
ドネシア・ミャンマー・シンガポール・タイ・台湾・スリランカの 6 つの国と地域で放送中です。放送を通じて、日本の今を各国の
視聴者の皆様にお届けし、日本文化や日本の各地域、日本の優れた製品などに対する興味・関心を持っていただくことを期
待しています。また、さまざまなプロモーションを通して日本の魅力を体験していただき、日本ブームの創出・拡大に努めてま
いります。
＜WAKUWAKU JAPAN 株式会社について＞
・会社名 ： WAKUWAKU JAPAN 株式会社
・住

所 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂 1-7-1 赤坂榎坂ビル 7F

・設立年月日 ： 2015 年 5 月 1 日
・資本金 ： 5,500 百万円
・代表取締役社長 ： 川西 将文
・株主構成： スカパーJSAT 株式会社 60％ 株式会社海外需要開拓支援機構 40％

＜スペースシャワーTV とは＞
公式サイト ： http://www.spaceshowertv.com/
日本のロック・ポップスを中心に、邦楽・洋楽・メジャー・インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、最新から懐かしの名
曲まで 24 時間放送する日本最大の音楽チャンネルです。オリジナリティー溢れるレギュラー番組を中心に豪華アーティスト
のスペシャルプログラム、ライブハウスからアリーナクラスまでのプレミアなライブ番組、最新ヒットチャートからコアなシーンま
でフォローする充実のビデオクリップ・プログラム、視聴者のためのチケット先行予約があるライブ情報番組など他では見ること
の出来ない音楽ファン必見の強力ラインナップ満載。1989 年 12 月に日本初のミュージック・チャンネルとして誕生して以来、
「良質な音楽を伝えていく」という信念のもとアーティストと音楽ファンを強い絆で結び続けています。
＜株式会社スペースシャワーネットワークについて＞
・会社名 ： 株式会社スペースシャワーネットワーク
・住 所 ： 〒106-8011 東京都港区六本木 3-16-35 イースト六本木ビル
・設立年月日 ： 1996 年 12 月 24 日
・資本金 ：19 億 2,058 万円
・代表取締役社長 ： 清水 英明
・株主構成： 伊藤忠商事株式会社 34.38% 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 16.65% KDDI 株式会社 13.24%
・日本最大の音楽専門チャンネル スペースシャワーTV の運営をはじめ、音楽イベントの企画制作、アーティストマネジメント、
音楽レーベル、ライブハウス、書籍出版事業、コラボカフェの運営など様々なメディアやコンテンツを通じ、多角的・複合的に
日本の音楽カルチャーを発信しています。
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