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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＆決勝ラウンド展望を語る

ハリルホジッチ監督 スペシャルインタビュー

サッカーファン注⽬番組を明⽇放送！
⾹川･岡崎･清武の特別番組も放送決定！

スカパー! は、欧州サッカークラブの頂点を決める戦い「UEFA チャンピオンズリーグ 16 /17」関連
の注⽬番組を明⽇ 12 ⽉ 27 ⽇（⽕）午後 10 時よりスカチャン 1（CS801、プレミアムサービス 581）
で放送します。
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」に迎えた今シーズンの特別
企画第 2 弾として、欧州各国リーグのチャンピオンを含む強豪 32 クラブが激突したグループステージ
を様々な視点から振り返ります。また、先⽇⾏われた抽選会にて発表された決勝ラウンド（現地時間：
2017 年 2 ⽉ 14 ⽇（⽕）より開始）の組み合わせについても、欧州サッカーを熟知するハリルホジッ
チ監督⾃らの鋭い着眼点から、注⽬カードの⾒どころをスカパー!のカメラに向かって語り尽くします。
なお、ハリルホジッチ監督は決勝ラウンド（ラウンド 16 1Leg）現地⽣中継のゲスト解説も予定する
ほか、2017 年 1 ⽉ 14 ⽇（⼟）午前 11 時 30 分に BS スカパー!（BS241、プレミアムサービス 585）
で放送する⽇本サッカーを応援するスカパー!オリジナル番組「J リーグラボ」にも出演します。

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
⽇時： 2016 年 12 ⽉ 27 ⽇（⽕）後 10 時〜後 11 時 30 分
CH：
スカチャン 1（CS801、プレミアムサービス 581）
内容： 熱戦が繰り広げられたグループステージをスカパー!!解説陣が徹底レビュー。欧州トップ
選⼿が繰り出すスーパープレーはもちろん、岡崎・⾹川のゴールも振り返ります！さらに、
ハリルホジッチ監督のロングインタビューを⾒れば、2 ⽉の決勝ラウンド開幕が待ち遠し
くなること間違いなし！

写真：アフロ

特別コメンテーター・ハリルホジッチ監督コメント
グループステージを終え、ベスト 16 には優勝候補がまんべんな
く進出したかなと思います。ただ優勝候補といわれたクラブでもバ
イエルンやレアルマドリード、マンチェスターシティーは 1 位通
過できなかったため、ベスト 16 で少し難しい対戦カードを引いて
しまったかなと。私が⾯⽩そうだと思うのは、パリ vs バルセロナ、
バイエルン vs アーセナル、マンチェスターシティー vs モナコ、
という３試合です。次に、ポルト vs ユベントス、セビージャ vs
レスターも⾯⽩そうです。セビージャ vs レスターはフィジカル的
な戦いになると思いますね。マンツーマンのマークがかなり厳しくなり、どちらもカウンターアタック
をやってくるでしょう。どちらが勝つかわかりませんが、違いがあるとすればレスターの⽅が良いフォ
ワードをかかえていることです。ただ、セビージャの⽅が守備は
強いでしょうね。UEFA チャンピオンズリーグは厳しい戦いです。
フィジカル、テクニック、タクティクス、メンタルが揃っていな
いと勝てない、準備ができていなければ敗退に追いやられる⼤会
です。優勝候補のクラブはいくつかありますが、このチームが絶
対に勝つ、というのは絶対にない本当にハイレベルな戦いです。
2 ⽉には本当に⾯⽩い試合が待っています。全試合⾒るべきですし、
私も楽しみにしています。

⾹川選⼿、岡崎選⼿、清武選⼿のインタビュー特別番組も放送！！
また、スカパー!では UEFA チャンピオンズリーグ 16 /17 決勝ラ
ウンド出場クラブ所属の⽇本⼈選⼿たちにも独占インタビューを敢
⾏します。ドルトムント・⾹川真司選⼿、レスター・岡崎慎司選⼿、
セビージャ・清武弘嗣選⼿それぞれに、決勝ラウンドへ臨む意気込
みや⽇本代表への思いなど、たっぷり語ってもらいます。この番組
は 2017 年 2 ⽉ 4 ⽇（⼟）午後 11 時よりスカサカ!（CS800、プレ
ミアムサービス 580）で放送します、「欧州最⾼峰に挑む⽇本⼈〜
⾹川・岡崎・清武それぞれの UCL〜」も是⾮お楽しみに。

【⽣中継】
UEFA チャンピオンズリーグ決勝ラウンド全試合
ラウンド 16 1Leg 対戦カード
現地時間：2017 年 2 ⽉ 14 ⽇（⽕)・15 ⽇（⽔)・21 ⽇（⽕）
・22 ⽇（⽔）
2/14
パリサンジェルマン vs バルセロナ
2/14
ベンフィカ vs ドルトムント（⾹川選⼿所属）
2/15
レアルマドリード vs ナポリ
2/15
バイエルン vs アーセナル
2/21
マンチェスターシティー vs モナコ
2/21
レバークーゼン vs アトレティコマドリード
2/22
ポルト vs ユベントス
2/22
セビージャ（清武選⼿所属） vs レスター（岡崎選⼿所属）

【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）
【ハリルホジッチ監督 今後のスカパー!番組出演予定】
2017 年 1 ⽉ J リーグラボ
2017 年 2 ⽉ 決勝ラウンド⽣中継 現地ゲスト解説
2017 年 7 ⽉ シーズンレビュー
※内容は変更になる場合があります。

【放送スケジュール】
電⼦番組表（EPG）または公式サイトにてご確認ください。

スカパー!UCL 公式サイト： https://soccer.skyperfectv.co.jp/ucl
UEFA チャンピオンズリーグをお楽しみいただくには「欧州サッカーセット（イタリア・セリエ A、
イングランド・プレミアリーグ、ドイツ・ブンデスリーガなども視聴可、⽉額 3,980 円/税込）
」のご契
約をおすすめします。また、2017 年 2 ⽉ 1 ⽇（⽔）より、UEFA チャンピオンズリーグを割安にご覧
いただける新商品「スカパー!サッカーセット（⽉額 2,980 円/税込）
」を販売開始します。UEFA チャ
ンピオンズリーグや UEFA ヨーロッパリーグをはじめ、セリエ A、天皇杯やユース・育成世代などの国
内サッカーも視聴できる「スカパー!サッカーセット」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お得
な商品・サービスです。

〜 スマホ・PC・タブレット視聴⽅法 〜
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。スマホ・タブ
レットでのご視聴にはアプリのご利⽤をおすすめします。
スマホ、タブレットでの操作が便利になった「スカパー! オンデマンドアプリ」では、ザッピング機能
や、お客様の契約情報に沿った番組表⽰など新しい視聴スタイルを提供しています。また、スコアやス
タッツ等のデータがリアルタイムに更新される「欧州サッカーアプリ」でも番組をお楽しみになれます。
専⽤アプリは AppStore または GooglePlay より無料でダウンロードいただけます。

プレーヤー画⾯
※イメージ

詳細： https://vod.skyperfectv.co.jp/feature/spod_app

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」 https://blogs.skyperfectv.co.jp
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