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News Release

【B.LEAGUE】のスペシャルな 2Days を生中継!!
◆この試合から世界への扉が開く◆

『EAST ASIA CLUB CHAMPIONSHIP』
韓国代表選手を多数抱える強豪

昨シーズン日本王者クラブ

安 養 K G C VS. 川崎ブレイブサンダース

1 月 14 日（土）後 5 時 55 分からスカチャンで生中継

◆スター選手が織り成すドリームゲーム◆

『ALLSTAR GAME 2017』

1 月 15 日（日）後 5 時 45 分からスカチャンで生中継
スカパー! は、2017 年 1 月 14 日（土）に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催される『EAST
ASIA CLUB CHAMPIONSHIP』
を同日午後 5 時 55 分からスカチャンで生中継することが決定しました。
また翌日 15 日（日）に同会場で開催される『ALLSTAR GAME 2017』もスカチャン 0 で同日午後 5
時 45 分より生中継します。

◆B.LEAGUE EAST ASIA CLUB CHAMPIONSHIP
日本バスケットボール界が 2016 年 9 月の B.LEAGUE 開
幕を機に新たな道を歩みだしています。日本だけでなく、
世界に向けて視野を広げていくための“第一歩”がこの
『EAST ASIA CLUB CHAMPIONSHIP』です。 対戦カー
ドは、多くの韓国代表選手を抱える強豪・安養 KGC と、日
本の昨シーズン王者クラブ・川崎ブレイブサンダースに決
定しています。スカパー! では、この日本バスケットボー
ル界が世界への扉を開くべく開催される注目の試合を生中
継でお届けします。それぞれのポジションに才能のある若

©B.LEAGUE

手選手を抱える安養 KGC と、直近の 3 年間で NBL 優勝 2 回、天皇杯優勝 1 回の実績をもつ川崎ブレイ
ブサンダースによる手に汗握る試合展開にご期待ください。

◆B.LEAGUE ALLSTAR GAME 2017
日本男子プロバスケ界のスター選手の中からファン投票、及びリーグ
推薦によって選ばれた 24 人の選手による一日限りのドリームゲーム
『ALLSTAR GAME 2017』
。ヘッドコーチによるドラフトを経て、チーム
「B.BLACK」と「B.WHITE」に振り分けられました。
12 月 10 日（土）より B.LEAGUE チケット先行販売を開始。先行販売
で用意した 7,000 枚は 3 日間で完売し、一般販売で用意した 3,000 枚も
2 時間で完売する注目の高さで、ブースターならずとも見逃せません。
B.LEAGUE 最高峰のスター選手が集う夢の競演をお楽しみに！

≪『B.LEAGUE EAST ASIA CLUB CHAMPIONSHIP』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

：EAST ASIA CLUB CHAMPIONSHIP

放送日時

：2017 年 1 月 14 日（土）後 5 時 55 分～

チャンネル：スカチャン 0（CS800／プレミアムサービス 580）
視聴方法

：
「B リーグセット」
、
「B リーグセットプレミアム」のご契約者はご視聴いただけます

≪『B.LEAGUE ALLSTAR GAME 2017』放送概要≫
タイトル

：ALLSTAR GAME 2017

放送日時

：2017 年 1 月 15 日（日）後 5 時 45 分～

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。

チャンネル：スカチャン 0（CS800／プレミアムサービス 580）

【B.LEAGUE 特集サイト】https://sports.skyperfectv.co.jp/bleague/
◆スカパー! オンデマンドでも配信！
「B リーグセット」、「B リーグセットプレミアム」いずれかの商品をご
契約後、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
取得していただきますと、スカパー! オンデマンドでも『B1 リーグ』をご
覧いただけます。尚、10 月 1 日（土）にリニューアルしたスカパー! オ
ンデマンドアプリでもお楽しみいただけます。
※スカパー! オンデマンドアプリ公式サイトはコチラ
【https://vod.skyperfectv.co.jp/feature/spod_app】

◆スカパー! は『B1 リーグ公式戦』340 試合以上を生中継
スカパー! は、9 月 22 日（木・祝）に開幕した『B1 リーグ公式戦』を 10 月 13 日（木）に放送を開始しま
した。今シーズン第 4 節以降の 340 試合以上を生中継*します。放送開始に伴い、11 月 1 日（火）から『B1
リーグ公式戦』を最大限に楽しめる新セット「B リーグセット」、
「B リーグセットプレミアム」の販売を開
始しました。
（*スカパー! サービスでは一部録画放送）

《商品概要》
商品名称

：B リーグセット／B リーグセットプレミアム

商品価格

：2,480 円／月（税込）

構成チャンネル：FOX スポーツ＆エンターテイメント（BS238／プレミアムサービス 610）
J SPORTS 3（BS244／プレミアムサービス 606）※1
スカイ A（CS250／プレミアムサービス 607）
GAORA SPORTS（CS254／プレミアムサービス 602）
日テレジータス（CS257／プレミアムサービス 608）
日テレ NEWS24（CS349／プレミアムサービス 571）
スカチャン（CS800～802、805／プレミアムサービス 580～584、587～594）
BS スカパー!（BS241／プレミアムサービス 585）※2

※1）J SPORTS 1、J SPORTS 2、J SPORTS 4 で初回放送の場合がありますが、B リーグセットご契約者もご視聴いただけます。
※2）BS スカパー! での放送は、B リーグセット以外のチャンネルまたはパック・セット等のご契約者も無料でご視聴いただけます。
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」 https://blogs.skyperfectv.co.jp

