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2017 年 7 月 28 日
スカパーＪＳＡＴ株式会社

MC ベッキー、ハマ･オカモト（OKAMOTO’S）による
番組イベントを日本武道館で今年も開催！

スカパー! サマーフェス 2017
powered by FULL CHORUS

「アイドルだらけの夏祭り」
「“うた”“踊る”夏の陣」
BS スカパー! で 8 月 26 日（土）
、27 日（日）の
２日間にわたって午後６時 30 分より放送‼
スカパー! は、毎週火曜日午後 9 時より BS スカパー! でレギュラー放送中の音楽番組『FULL CHORUS～
音楽は、フルコーラス～』の番組イベント『スカパー! サマーフェス 2017powered by FULL CHORUS「ア
イドルだらけの夏祭り」
「“うた”“踊る”夏の陣」』を、7 月 28 日（金）に日本武道館で開催しました。この模
様は、8 月 26 日（土）、27 日（日）の 2 日間にわたり、午後 6 時 30 分より BS スカパー! で放送します。
当イベントは、MC をベッキーとハマ･オカモト（OKAMOTO’S）が務め、豪華アーティストが楽曲を熱唱
します。今年は、
「アイドルだらけの夏祭り」
「“うた”“踊る”夏の陣」の２つのイベントを同日開催し、質・量
ともに大幅にパワーアップ！「アイドルだらけの夏祭り」にアンジュルム、AKB48 Team 8、NGT48、こぶ
しファクトリー、チームしゃちほこ、フェアリーズ、ふわふわ、「“うた”“踊る”夏の陣」に w-inds.、lol、THE
RAMPAGE from EXILE TRIBE、Thinking Dogs、田口 淳之介、UNIONE（五十音順）が出演しました。
「アイドルだらけの夏祭り」のオープニングに登場した MC のベッキーは、会場を埋め尽くすペンライト
の数の多さに「すごい！綺麗！こんな景色がいつも見られるなら、アイドルになりたーい！！」と思わず口
にすると、ハマ･オカモトは「圧がすごい（笑）
」と MC2 人が圧倒されるほどの会場の熱気でイベントはスタ
ート。
「アイドルだらけの夏祭り」のトリを務めた NGT48 はデビュー3 ヶ月とは思えない圧巻のパフォーマ
ンスで会場のファンを魅了しました。
「“うた”“踊る”夏の陣」では、１組目の THE RAMPAGE from EXILE
TRIBE の登場から会場のボルテージは MAX に。MC とのトークコーナーでは各アイドル・アーティストが
視聴者からの質問に答えるなど、楽曲以外も楽しめる内容となり、全 13 組のアーティストが会場に集まっ
たファンを計 6 時間にわたって盛り上げました。イベント終了後、ハマ･オカモトから「フェスと呼ばれるも
のが多い中、この番組でしか出来ないラインナップで面白かったと思います。２年目で２部構成なので、来
年は是非３部構成で！」と感想を述べ、ベッキーからは「今回２部構成でしたが、どちらもそれぞれの良さ
があって MC としてですが同じステージに立てて幸せです。また来年も武道館で皆さんに会いたいな、と思
います」と締めくくりました。

© BS スカパー!「フルコーラス」

■ＭＣコメント
＜ベッキー＞
今年も「FULL CHORUS」がスタジオを飛び出して武道館でイベントをやらせていただきます。しかも
アイドル 7 組、アーティスト 6 組の総勢 13 組の豪華な２部構成なんですが、アイドルもアーティスト
も「このグループとこのグループが同じステージに立つなんて！！」というような本当に素敵なライン
ナップになっています。この最高のステージを会場だけでなく、画面を通してもお伝えできればなと思
っています。
＜ハマ･オカモト（OKAMOTOʼS）＞
イベントとして 2 部構成というのはあまり聞かないですし、大きな見どころだと思います。なんと言っ
てもの「“うた”“踊る”夏の陣」の方は、本間さん率いる生バンドでやるあたりこのイベントの作り手の
こだわりをすごく感じますね。今年は MC に徹しての参加なので、MC の景色を楽しみつつも、なるべ
く本番の空気をパッキングして視聴者の皆さんに届けたいと思います。お楽しみに！！

≪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

：スカパー! サマーフェス 2017powered by FULL CHORUS「アイドルだらけの夏祭り」

放送日時

：2017 年 8 月 26 日（土）後６時 30 分～後８時 30 分

タイトル

：スカパー! サマーフェス 2017powered by FULL CHORUS「“うた”“踊る”夏の陣」

放送日時

：2017 年 8 月 27 日（日）後６時 30 分～後８時 30 分

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 ：スカパー! 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：http://www.bs-sptv.com/fullchorus

≪レギュラー番組放送概要≫
タイトル

：FULL CHORUS ～音楽は、フルコーラス～

放送日時

：毎週火曜日午後 9 時～午後 10 時

出演者

：【MC】ベッキー、ハマ･オカモト（OKAMOTOʼS）
【スタジオゲスト】決定し次第、下記公式サイトにて発表

チャンネル：BS スカパー!（BS241／プレミアムサービス 585）
、スカチャン
視聴方法

ほか

：スカパー! 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：http://www.bs-sptv.com/fullchorus

■『FULL CHORUS ～音楽は、フルコーラス～』とは
毎回数組のアーティストを招き、新曲をはじめ全楽曲をフルコーラス
でお届けする音楽番組。MC は自身もアーティストとして活動するベ
ッキーとハマ・オカモトが務めます。
『楽曲を最初から最後まで』
『新
曲を多くの人たちに聞いて欲しい』というアーティストの願いを叶え
る純真な番組。
「演奏はテレビサイズ」
、
「ライブよりトークメイン」、
「新曲より過去の名曲」などテレビ放送・視聴率に合わせた構成を撤
廃、アーティストや新曲をより深く知ってもらう「真の音楽番組」を体現します。トークコーナーでは
新曲を楽しむため、アーティスト・曲を深く掘り下げ、曲に対する思い入れや聴き所を聞いていきます。

＜セットリスト＞

※放送では下記の楽曲から一部を放送します。

アイドルだらけの夏祭り
アーティスト
ふわふわ

（オープニングアクト）

フェアリーズ
こぶしファクトリー
チームしゃちほこ
アンジュルム
AKB48 Team 8
NGT48

楽曲
チアリーダー / 恋花火
Beat Generation / BLING BLING MY LOVE / 恋のロードショー
念には念（念入り Ver.) / エエジャナイカ ニンジャナイカ / シャララ！やれるはずさ
START / レースのカーテンを揺らした / colors /
ULTRA 超 MIRACLE SUPER VERY POWER BALL
次々続々 / 魔女っ子メグちゃん / ドンデンガエシ / 大器晩成
LOVETRIP / 星空を君に / 夢へのルート / 制服の羽根 /
Everyday、カチューシャ / 思春期のアドレナリン / 365 日の紙飛行機 / 47 の素敵な街へ
みどりと森の運動公園 / ポニーテールとシュシュ / 空き缶パンク /
NGT48 / さよならクロール / 青春時計 / Maｘとき 315 号

“うた”“踊る”夏の陣
アーティスト
UNIONE

（オープニングアクト）

THE RAMPAGE
from EXILE TRIBE
Thinking Dogs
lol
田口 淳之介
w-inds.

楽曲
Steal My Girl / SEXY SEXY SEXY
RAMPAGE ALL DAY / Lightning / GO ON THE RAMPAGE / ELEVATION /
Dirty Disco / Shangri-La
世界は終わらない / Oneway Generation / そんな君、こんな僕
Hello! / party up / fire! / blue ocean / perfect summer
Connect / QI / CRIMSON / RAINDROPS / MOMENT
Beyond the blue world / Make you mine / I'm all yours /
夢で逢えるのに～Sometimes I Cry～ / No matter where you are

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

