News Release

2017 年 2 月 3 日
スカパーＪＳＡＴ株式会社

2017 スカパー! サッカー始動！！
24 時間サッカー専門チャンネル新生開局！
UEFA チャンピオンズリーグ 16/17 決勝ラウンド！
～ハリルホジッチ監督の現地ゲスト解説生中継も決定～

2017Ｊリーグ YBC ルヴァンカップ！
国内･海外の試合中継、関連番組を多数オンエア！！
スカパー! は、2017 年におけるサッカー放送の取り組みについて発表しました。本日開催され
たメディア向け説明懇親会にて、執行役員専務兼有料多チャンネル事業部門長の小牧次郎より、
スカパー!のサッカー中継や関連番組を楽しんでいただいている視聴者をはじめ、日本のサッカ
ーファンに向けて今後放送する注目の編成ラインアップ、さらにお得になって新登場した『スカ
パー!サッカーセット（月額 2,980 円/税込、2/1 より販売受付中）』などのご紹介をしました。
詳しい内容は以下のとおり。

24 時間サッカー専門チャンネル「スカサカ!」
『日本で放送・配信されるすべてのサッカーに関する「ホーム」となるチャンネル』をコンセプトと
する専門チャンネルが、2017 年 2 月 4 日（土）夜 8 時に新生開局します。これまではプレミアムサー
ビス（CH.586）で展開していた「スカサカ!」がスカパー! サービ
ス（CS800）にも登場、BS デジタル放送を現在ご覧いただいている、
より多くの視聴者へお届けできるようになります。新生開局記念の特
別番組を皮切りに、以下の注目番組などを翌日 5 日（日）深夜まで
32 時間無料放送でお届けします。
2 月 4 日（土）午後 8 時～ （3 時間生放送）
『スカサカ!新生開局記念特番 スカサカだよ！全員集合！～日本サッカーの未来 激論トーク SP～』

2 月 4 日（土）午後 11 時～
『欧州最高峰に挑む日本人～香川・岡崎・清武それぞれの UCL～』
（スカパー!オリジナル特別番組）

2 月 5 日（日）午前 10 時～
『【エル・ゴラッソ記者が選ぶ】2016 ガンバ大阪ピックアップマッチ』ACL プレーオフ応援編成
2 月 5 日（日）午後 8 時 20 分～
『16/17 セリエ A ミラン×サンプドリア』生中継
※「スカサカ!（CS800/プレミアムサービス 580）」について詳細は電子番組表（EPG）またはスカ
サカ!公式サイト（https://soccer.skyperfectv.co.jp/sukasaka/）にてご確認ください。

UEFA チャンピオンズリーグ 16/17
現地時間 2017 年 2 月 14 日（火）に開幕するラウンド 16
1Leg を皮切りに、
スカパー!では決勝ラウンド全試合を生
中継します。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勝ち抜いた 16 クラ
ブがトーナメントの頂点を目指し、世界最高峰レベルの
戦いを繰り広げることが予想されます。今シーズン、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
テーターに迎えたスカパー!では特別企画第 3 弾として、
ラウンド 16 1Leg 必見対戦カードのひとつである「パリサンジェルマン vs バルセロナ」の試合を現地
からの生中継でゲスト解説することを決めました。パリサンジェルマンを率いた経験を持つハリルホジ
ッチ監督だから語れるプロフェッショナルな視点はもちろん、鋭い着眼点からのコメントに是非ご期待
ください。
また、ラウンド 16 では「レアルマドリード vs ナポリ」
「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」の注目試合をはじめ、日本人選手所属クラブである「ベンフィカ vs ドルトムン
ト（香川選手所属）」
「セビージャ vs レスター（岡崎選手所属）
」という対戦カードも見逃せません。

スカパー!UCL 公式サイト： https://soccer.skyperfectv.co.jp/ucl

写真：アフロ

ラウンド 16 1Leg 対戦カード･放送日時（日本時間）

放送日時
2/15

水

4:30～7:10

2/15

水

4:30～7:10

2/16

木

4:30～7:10

2/16

木

4:30～7:10

2/22

水

4:30～7:10

2/22

水

4:30～7:10

2/23

木

4:30～7:10

2/23

木

4:30～7:10

チャンネル

対戦カード

CS800

パリサンジェルマン vs バルセロナ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ 580
CS801

ベンフィカ vs ドルトムント（香川選手）

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ 581
CS801

レアルマドリード vs ナポリ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ 581
CS800

バイエルン vs アーセナル

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ 580
CS800

マンチェスターシティー vs モナコ

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ 580
CS801
ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ 581

レバークーゼン vs アトレティコマドリード

CS801
ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ 581
CS800
ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻｰﾋﾞｽ 580

ポルト vs ユベントス
セビージャ vs レスター（岡崎選手）

＜注＞ 現地試合開催日：2017 年 2 月 14 日（火）、15 日（水）、21 日（火）、22 日（水）
関連番組
・2 月 12 日（日）午後 9 時～
「UEFA チャンピオンズリーグ 16/17 決勝ラウンド 開幕直前スペシャル！」
・「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～）

2017Ｊリーグ YBC ルヴァンカップ
2017Ｊリーグ YBC ルヴァンカップは、日本国内 3
大タイトルのひとつで、決勝は毎年チケット完売と
なるサッカーファン注目のカップ戦です。昨年の決
勝は、前半・後半の 90 分間で同点（1-1）、延長戦
（0-0）でも決着がつかず、勝負の PK 戦（5-4）を
制した浦和レッズがガンバ大阪を下し、13 年ぶり 2
度目の優勝を成し遂げました。今年も優勝を目指し、
3 月 15 日(水)から各クラブが熾烈な争いを繰り広げ
るこの大会の激闘の模様をスカパー!（フジテレビ
ONE/TWO/NEXT での放送含む）では準決勝までの
全試合を生中継で、決勝は録画放送でお届けします。

© J.LEAGUE PHOTOS

スカパー!サッカーセット
2017 年 2 月 1 日（水）より、サッカー中継や関連番組を割安にご覧い
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
販売開始しました。UEFA チャンピオンズリーグ、UEFA ヨーロッパリー
グ、セリエ A、W 杯欧州最終予選などの海外中継をはじめ、J リーグ YBC
ルヴァンカップ、天皇杯、ユース・育成世代などの国内中継、ハイライ
ト番組やオリジナル番組を視聴できる「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。

《商品概要》
商品名称

：

商品価格

： 2,980 円/月（税込）

構成チャンネル ：

スカパー! サッカーセット
スカサカ!（CS800/プレミアムサービス 580）
スカチャン１他（CS801、802、805/プレミアムサービス 581～593）
BS スカパー! (BS241/プレミアムサービス 579)

試合中継

：

UEFA チャンピオンズリーグ、UEFA ヨーロッパリーグ、セリエ A、
W 杯欧州最終予選、YBC ルヴァンカップ、天皇杯、各種ユース大会

ハイライト番組 ：

UEFA チャンピオンズリーグ、セリエ A

オリジナル番組 ： J リーグラボ、J のミライ、J リーグクラブ応援番組（参加クラブ調整中）ほか
※セット構成チャンネル以外でも放送する場合があります。放送スケジュールは電子番組表（EPG）または公式サイ
トにてご確認ください。
※スカチャンにて視聴できるのはサッカー関連番組のみです。
※スカパー! サッカーセットの放送内容および放送チャンネルは変更になる場合があります。

～ スマホ・PC・タブレット視聴方法 ～
「スカパー! サッカーセット」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 を取得の上、スカパー! オンデマンドにログインすることでご視聴いただけます。スマホ・タブレッ
トでのご視聴にはスカパー! オンデマンドアプリのご利用をおすすめします。なお、スカサカ! は「ス
カパー! オンデマンドアプリ」限定でご視聴いただけます。

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

プレーヤー画面
※イメージ

≪関連編成≫

アジアチャンピオンズリーグ 2017

アジア 2 万クラブの頂点を決める大会が 2 月に開幕！優勝すれば「アジア No.1 クラブ」の称号と
「FIFA クラブワールドカップ 2017」への出場権を手に入れることができる。9 ヶ月に及ぶ長い戦
いを制し、J クラブ 9 年ぶりの優勝なるか！？
スカパー!では、グループステージに出場する J リーグクラブの全試合をお届けします。放送チャ
ンネル（日テレジータス、日テレ NEWS24）ならびに視聴方法に関する詳細は、スカパー!公式サイ
ト（https://www.skyperfectv.co.jp）をご確認ください。なお、「スカパー!サッカーセット」で
はご覧いただけません。
アジアチャンピオンズリーグ 2017
2 月 7 日(火)

プレーオフ

ガンバ大阪×ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア） 18:45～22:00 （生）日テレジータス

アジアチャンピオンズリーグ 2017

グループステージ （★上記プレーオフに勝利した場合）

＊MD1＊
2 月 21 日（火）
2 月 21 日（火）
2 月 22 日（水）
2 月 22 日（水）

鹿島アントラーズ×プレーオフ 1 勝者
ウエスタン・シドニー（豪）×浦和レッズ
川崎フロンターレ×水原（韓国）
アデレード U（豪）×ガンバ大阪（★）

18:45～21:00
KO 時間未定
18:45～21:00
17:15～19:30

（生）日テレ NEWS24
（生）日テレジータス
（生）日テレジータス
（生）日テレ NEWS24

＊MD2＊
2 月 28 日（火）
2 月 28 日（火）
3 月 1 日（水）
3 月 1 日（水）

浦和レッズ×FC ソウル（韓国）
ムアントン U（タイ）×鹿島アントラーズ
ガンバ大阪（★）×済州（韓国）
東方（香港）×川崎フロンターレ

19:15～21:30
21:15～23:00
KO 時間未定
20:45～23:00

（生）日テレジータス
（生）日テレ NEWS24
（生）日テレ NEWS24
（生）日テレジータス

＊MD3＊
3 月 14 日（火）
3 月 14 日（火）
3 月 15 日（水）
3 月 15 日（水）

鹿島アントラーズ×プレーオフ 4 勝者
広州（中国）×川崎フロンターレ
ガンバ大阪（★）×江蘇（中国）
プレーオフ 3 勝者×浦和レッズ

18:45～21:00
20:45～23:00
KO 時間未定
KO 時間未定

（生）日テレ NEWS24
（生）日テレジータス
（生）日テレ NEWS24
（生）日テレジータス

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。
「ヨムミル! ONLINE」 https://yomumiru.skyperfectv.co.jp

