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スカパー! は、6 月 3 日（土）にウェールズのカーディフで開催される『UEFA チャンピオンズリー
グ 16/17決勝 ユベントス × レアルマドリード』を、スカサカ! とスカパー! 4K総合で、それぞれ深
夜 3時と深夜 3時 30分より生中継します。また、5月 26日（金）午後 9時より『スカサカ! ライブ
「UEFAチャンピオンズリーグ決勝直前 SP」』をスカサカ! で無料生放送します。 

欧州王者の称号をかけた世界最高峰の戦いとして知
られる「UEFA チャンピオンズリーグ」が 6 月 3 日
（土）に決勝戦を迎えます。激戦を勝ち抜いてきたの
は 21 年振りの優勝を狙うセリエ A の名門・ユベント
スと、史上初の連覇・最多となる 12 度目の優勝を狙
うレアルマドリード。 

スカパー! では、昨年に引き続き 2Kと 4Kで生中継
をおこないます。2Kでは戸田和幸（解説）・野村明弘
（実況）のコメンタリー陣が、現地カーディフよりこの熱戦の模様をお届けします！ 

さらに決勝に向けてのカウントダウン企画として、5月 26日（金）から決勝前日 6月 2日（金）ま
で過去のチャンピオンズリーグ決勝を一挙 14 試合放送！19 年前におこなわれた今回と同一カードの
「97/98決勝 ユベントス×レアルマドリード」も放送します！ 

様々なドラマが誕生したチャンピオンズリーグのフィナーレをスカパー! でお見逃しなく！ 

 

 

 
  

「欧州王者」の称号をかけた世界最高峰の戦い 
UEFAチャンピオンズリーグ 16/17決勝 

ユベントス × レアルマドリード 
6月 3日（土）スカサカ! ＆スカパー! 4K総合で生中継 

決戦前には UCL特集番組を無料で!! 
スカサカ! ライブ「UEFAチャンピオンズリーグ決勝直前 SP」 

5月 26日（金）午後 9時よりスカサカ! で無料生放送 

News Release 

《UCL決勝 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 ：UEFAチャンピオンズリーグ 16/17決勝 ユベントス×レアルマドリード 

放送日時 ：2017年 6月 3日（土）深 3時～（スカサカ! ）/ 深 3時 30分～（スカパー! 4K総合） 

チャンネル：スカサカ!（CS800／プレミアムサービス 580）/ スカパー! 4K総合（プレミアムサービス 596） 

視聴方法 ：「スカサカ!」での放送は、スカパー! サッカーセット、欧州サッカーセットをご契約の方はご視聴いただけます。 

「スカパー! 4K総合」は、プレミアムサービスのチャンネル・セットをご契約の方は無料でご視聴いただけます。 

※４Ｋ放送をご視聴いただくには４Ｋ対応受信機器とプレミアムサービスへのご加入が必要となります。 
視聴方法の詳細は、スカパー! ４Ｋ公式サイト（https://www.skyperfectv.co.jp/4k/）でご確認ください。 

公式サイト：https://soccer.skyperfectv.co.jp/ucl 

https://www.skyperfectv.co.jp/4k/
https://soccer.skyperfectv.co.jp/ucl


毎週金曜日の午後9時から生放送している”サッカー専門新聞社”をモチー
フにしたオリジナル番組『スカサカ! ライブ』を、5月 26日（金）は無料生
放送します。「Jリーグはもちろんのこと、欧州ではユベントスの大ファン」、
TRFメンバー・YU-KIをスペシャルゲストに迎えて、UEFAチャンピオンズ
リーグ決勝を特集。編集長のジョージ・ウィリアムズをはじめとした出演者
たちが UCL 決勝翌日の見出しを予想する「UCL 優勝見出し予想」や、国内
特派員として尾形貴弘（パンサー）が“サッカー好きが集まる場所”から、サ
ッカーファンが本当に聞きたいコトをスタジオの解説委員に生質問する「パ
ンサー尾形の生レポート！」など、UCL決勝を盛り上げる企画をお届けしま
す。YU-KIによるサッカーファン視点からのコメントや、その他海外特派員からの生レポートも必見です。 

 

 

 

 

 

 

 

《決勝直前！カウントダウン 放送概要》 
タイトル ：UCL決勝プレイバック一挙放送 14試合 

（対象シーズン：97/98、03/04～15/16） 
放送日時 ：5月 26日（金）～6月 2日（金）連日深夜 0時～ 
チャンネル：スカサカ! /スカチャン 1 
視聴方法 ：スカパー! サッカーセット、欧州サッカーセット 
公式サイト：https://soccer.skyperfectv.co.jp/ucl/schedule/ 

＜放送スケジュール＞ 
放送日 シーズン HOME   AWAY チャンネル 

５月 26日（金）深０時～ 03/04 モナコ - ポルト スカサカ! 
５月 26日（金）深０時～ 04/05 ミラン - リバプール スカチャン 1 
５月 27日（土）深０時～ 05/06 バルセロナ - アーセナル スカチャン 1 
５月 28日（日）深０時～ 06/07 ミラン - リバプール スカチャン 1 
５月 29日（月）深０時～ 07/08 マンチェスターU - チェルシー スカサカ! 
５月 29日（月）深０時～ 08/09 バルセロナ - マンチェスターU スカチャン 1 
５月 30日（火）深０時～ 09/10 インテル - バイエルン スカサカ! 
５月 30日（火）深０時～ 10/11 バルセロナ - マンチェスターU スカチャン 1 
５月 31日（水）深０時～ 11/12 バイエルン - チェルシー スカサカ! 
５月 31日（水）深０時～ 12/13 ドルトムント - バイエルン スカチャン 1 
6月 1日（木）深０時～ 13/14 レアルマドリード - アトレティコマドリード スカサカ! 
6月 1日（木）深０時～ 14/15 ユベントス - バルセロナ スカチャン 1 
6月 2日（金）深０時～ 15/16 レアルマドリード - アトレティコマドリード スカチャン 1 
6月 2日（金）深０時～ 97/98 ユベントス - レアルマドリード スカサカ!  

《スカサカ! ライブ 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 ：スカサカ! ライブ「UEFAチャンピオンズリーグ決勝直前 SP」 
放送日時 ：2017年 5月 26日（金）後 9時～後 10時 30分 
出演者  ：編集長：ジョージ・ウィリアムズ／副編集長：大杉亜依里／ 

レギュラー解説委員：岩政大樹／解説委員：水沼貴史、野村明弘／ 
スペシャルゲスト：YU-KI（TRF）／国内特派員：尾形貴弘（パンサー） 

チャンネル：スカサカ!（CS800／プレミアムサービス 580） 
視聴方法 ：無料放送 
公式サイト：https://soccer.skyperfectv.co.jp/sukasaka_live 

◆『スカサカ! ライブ』で UCL特集番組を無料放送！ 

97/98決勝 ユベントス×レアルマドリード 
（6月 2日（金）深夜 0時放送予定） 

https://soccer.skyperfectv.co.jp/ucl/schedule/
https://soccer.skyperfectv.co.jp/sukasaka_live


～ スマホ・PC・タブレット視聴方法 ～ 
「スカパー! サッカーセット」と「欧州サッカーセット」をご契約の方は、
スカパー! オンデマンドでも無料にてご視聴いただけます。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を取得の上、スカパー! オン
デマンドへのログインで簡単にご利用になれます。なお、スカパー! オンデ
マンドでのご視聴には「スカパー! オンデマンドアプリ」がおすすめです。 

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

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 
 

https://vod.skyperfectv.co.jp/feature/help

