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株式会社 囲碁将棋チャンネル

第 66 期王将戦
11 月 25 日（金）挑戦者決定リーグ 最終対局
スカパー!、囲碁・将棋チャンネルの５チャンネルで同時放送・配信
さらに最終対局をより楽しむ特別番組を BS スカパー!で放送
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!）
と株式会社 囲碁将棋チャンネル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岡本光正、以下囲碁・将
棋チャンネル）は、第 66 期王将戦の挑戦者を決定する最終局を 11 月 25 日（金）にスカチャン 1、スカ
チャン 2、スカチャン 3、囲碁・将棋チャンネル、BS スカパー!の 5 チャンネルおよび将棋プレミアムで同
時放送・配信します。BS スカパー! では、同日午前 9 時 30 分から午前 11 時 55 分まで囲碁・将棋チャン
ネルと同じ内容を放送します。

羽生善治三冠 VS 豊島将之七段

久保利明九段 VS 深浦康市九段

糸谷哲朗八段 VS 渡辺明竜王

「王将戦」、その名の通り、駒の「王将」から命名され、1950 年度に創設されました。将棋界 7 大タイ
トル戦の一つとして、スポーツニッポン新聞社及び毎日新聞を主催に、毎年 1 月から 3 月にかけて行われる
王将戦七番勝負の勝者が「王将」となります。7 大タイトルにおいて「名人戦」に次いで長い歴史を持つタ
イトルです。1996 年羽生善治による前人未到の 7 冠達成の際、最後の奪取タイトルとなったのが「王将」
であり、現在の王将は郷田真隆です。
スカパー! と囲碁・将棋チャンネルでは「王将戦」の挑戦者を決める「第 66 期王将戦

挑戦者決定リ

ーグ戦」最終一斉対局を、11 月 25 日（金）にスカチャン 1、スカチャン 2、スカチャン 3、囲碁・将
棋チャンネル、将棋プレミアムの 5 チャンネルで同時生放送・配信します。これにより同日同時刻で行
われる対局をリアルタイムで、刻一刻と変わる局面をお届けします。
BS スカパー! では、この最終対局をより楽しんでいただくため、王将戦の仕組みや、挑戦者の詳し
い紹介、王将戦のサイドストーリーなど、魅力をたっぷりお伝えする事前特別番組「第 66 期王将戦 生
中継完全ガイド」を 11 月６日（日）午前８時半より無料放送いたします。尚、この事前特別番組は 10
日間無料放送のキャンペーン対象番組となり、どなたでもご視聴が可能です。また、スカパー! オンデ
マンドでもお楽しみいただけます。

各チャンネルにおける放送
「第 66 期王将戦 挑戦者決定リーグ戦」最終一斉対局は、スカチャン 1・2・3 では午前 9 時 30 分
より午後 8 時まで生放送。
1 チャンネルにつき各対局を昼食休憩含め、
開始から終了までお送りします。
盤面だけでなく、棋士の対局姿なども映します。囲碁・将棋チャンネルでは午前 9 時 30 分より午後 8
時までスカチャン 1・2・3 で放送されている対局の様子を見ながら、複数のプロ棋士が解説。これによ
り同時進行されている 3 局の盤面を注目のポイントを押さえながらお届けします。また、囲碁・将棋チャン

ネルの公式 Web サービス「将棋プレミアム」では当日、東京・将棋会館で大盤解説会を実施し、あわ
せて配信を予定しています。
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≪スカパー! における最終一斉対局に関する放送概要≫
タイトル

：第 66 期王将戦 挑戦者決定リーグ

最終一斉対局～サバイバル最終章～

放送日時

：2016 年 11 月 25 日（金）前 9 時 30 分～後 8 時

チャンネル：スカチャン 1（CS801／プレミアムサービス 581）
スカチャン 2（CS802／プレミアムサービス 582）
スカチャン 3（CS805／プレミアムサービス 583）
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。
公式サイト：https://www.bs-sptv.com/
※BS スカパー!（BS241／プレミアムサービス 585）では 11 月 25 日（金）前 9 時 30 分より前 11 時 55 分まで
囲碁・将棋チャンネルをサイマル放送します。詳細は上記の公式サイトをご確認ください。

≪スカパー! における事前特別番組に関する放送概要≫
タイトル

：第 66 期王将戦 生中継完全ガイド

放送日時

：2016 年 11 月 6 日（日）前 8 時 30 分～前 9 時
※囲碁・将棋チャンネルにて再放送あり

出演

：
【ゲスト】ザブングル、鈴木環那女流二段、内田晶観戦記者

【司会】永田実（フリーアナウンサー）

チャンネル：BS スカパー!（BS241／プレミアムサービス 585）
視聴方法 ：無料放送
公式サイト：https://www.bs-sptv.com/

≪囲碁・将棋チャンネルにおける最終一斉対局に関する放送概要≫
タイトル

：第 66 期 王将戦 挑戦者決定リーグ最終一斉対局

放送日時

：2016 年 11 月 25 日（金）前 9 時 30 分～後 8 時

チャンネル：囲碁・将棋チャンネル（CS363／プレミアムサービス 521）
視聴方法 ：囲碁・将棋チャンネル、もしくは囲碁・将棋チャンネルを含むパック等のご契約者はご視聴いただけま
す。
公式サイト：http://www.igoshogi.net/

＜各番組はスカパー! オンデマンドでも配信！＞
各番組はスカパー! オンデマンドでも配信！スマートフォンやタブレット

スカパー! オンデマンドアプリ

でも手軽にスカパー! をお楽しみいただけます。ご契約者であれば専用ア
プリのダウンロードがオススメです。スカパー! 公式サイトのログインペ
ージより My スカパー!ID を取得するだけで、スカパー! オンデマンドでも
各番組をご覧いただけます。
※スカパー! オンデマンドの詳細はコチラ
【http://vod.skyperfectv.co.jp/】
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」 https://blogs.skyperfectv.co.jp/

