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スカパー! は、『ナオト・インティライミ LIVE キャラバン 2017「旅歌ダイアリー」』を 12 月 21 日（木）

午後 7 時より、BS スカパー! ・スカパー! ４K 総合で独占生中継します。 

『ナオト・インティライミ LIVE キャラバン 2017「旅歌

ダイアリー」』は、11 月 23 日（木・祝）より公開となる映

画『ナオト･インティライミ冒険記 旅歌ダイアリー２』や、

現在 BS スカパー! にて毎週月曜日午後 11 時より放送中の

『ナオト・インティライミ冒険記 旅歌ダイアリー2 ON 

TV』と連動した『旅歌ダイアリー２』プロジェクトの一環

で、世界の旅の経験を携えて 11 月 8 日(水)より全国 5 ヶ所

を巡る ZEPP ツアーを開催します。 

スカパー! では、12 月 21 日（木）に Zeep Osaka Bayside

で行われるライブの模様を独占生中継でお送りします。 

2017 年はじめから約半年間、「もう一度自分の原点に戻るため」に世界各国を旅してきたナオト・インテ

ィライミ。アフリカ大陸・ルーマニア・スウェーデン・ドイツなど世界 19 ヶ国を巡り、旅先で多くの人や音

楽と出会った彼が、旅に出なければ見ることができなかった風景や出会えた人たちのこと、旅して感じたこ

となどをトークで伝えつつ、旅した気持ちを織り交ぜながら歌うスペシャルライブです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜スカパー! オンデマンドでも同時配信！＞ 

スマートフォンや PC、タブレットでも手軽にスカパー! をお楽しみいただけま

す。ご契約者であれば専用アプリのダウンロードがオススメです。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 を取得するだけで、スカパー! 

オンデマンドでも当番組をご視聴いただけます。 

※スカパー! オンデマンドサイトはコチラ 

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

「もう一度自分の原点に戻るため」の旅 

ナオト・インティライミ 
LIVE キャラバン 2017「旅歌ダイアリー」 

12 月 21 日（木）午後 7 時より 

BS スカパー! とスカパー!４K で独占生中継！ 

パブリックビューイング開催小学校大募集！ 
 

 

News Release 

《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  ：ナオト・インティライミ LIVE キャラバン 2017「旅歌ダイアリー」 

放送日時  ：12 月 21 日（木）後 7 時～ 

チャンネル ：BS スカパー!（BS241／プレミアムサービス 579） 

スカパー! ４K 総合（プレミアムサービス 596） 

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。 

※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/）をご確認ください。 

       ※「2 週間お試し体験」対象外番組です。 

ホームページ：https://www.skyperfectv.co.jp/special/naoto/  

 

 

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


パブリックビューイング 開催小学校 大募集！ 

ライブ会場へ足を運ぶことが出来ない全国の子供たちにも、世界各国を巡り、旅先で多くの人や音楽と出

会って感じたことを、伝えたい！という、ナオト・インティライミの熱い想いから全国の小学校でのパブリ

ックビューイングを実施します！ 

あなたの小学校に設置してあるテレビに、『ナオト・インティライミ LIVE キャラバン 2017「旅歌ダイア

リー」』の模様を、生中継で映します！！パブリックビューイングを開催したい小学校の先生方・保護者の皆

様は、専用フォームからご応募ください！！ 

＜ナオト・インティライミ コメント＞ 

今年に入って、忘れていたあの時の気持ちを感じに、旅に出た。 

世界中を旅したことにより、たくさんの愉快な人々に出会い、音楽やスポ

ーツで心を通わせ、壮大な自然に感動し、時にはアクシデントもありなが

ら、人間として大切な気持ちを充電し、パワーアップして戻ってきました。 

そして、今回のライブでは、旅で感じた話もふんだんに織り交ぜながら、

旅から刺激を受け溢れ出した、新しい音楽をお届けします。 

同じ空間ではないけれど、あなたの小学校もライブ会場と思ってライブや

ります。ぜひ、一人でも多くの全国の小学生のみんなに見て、聞いて、感

じて欲しいです。未来を生きていく子供たちに伝えたいことがこのライブ

にもたっぷり詰まっております。たくさんのご応募お待ちしております！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連番組スケジュール＞ ※放送スケジュールは変更になる場合がございます。 

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

 

 

放送日時 番組名 チャンネル名 

10 月 28 日(土) 
後６時～後 9 時 SENDAI OTO Festival 2017 Day1   

BS スカパー! 
（BS241／プレミアムサービス 579） 

11 月 27 日(月) 
深１時～深２時 

ＺＩＰ！×ナオト・インティライミ 秘蔵映像満載！  
密着ライブ舞台裏大公開！ 

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ
（CS300／プレミアムサービス 619） 

11 月 27 日(月) 
深 2 時～前 4 時 30 分 ZIP！夏まつり 2017 

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ
（CS300／プレミアムサービス 619） 

12 月 9 日(土) 
後 9 時～後 11 時 50 分 

ナオト・インティライミ アリーナツアー 2016  
Sixth Sense 

BS スカパー! 
（BS241／プレミアムサービス 579） 

12 月放送予定 ナオト・インティライミ冒険記 旅歌ダイアリー 
MTV HD 

（CS323／プレミアムサービス 640） 

12 月放送予定 ナオト・インティライミ VideoSelects 
MTV HD 

（CS323／プレミアムサービス 640） 

12 月放送予定 ナオト・インティライミ MUSIC VIDEO SPECIAL 
音楽・ライブ！ スペースシャワーＴＶ 
（CS322／プレミアムサービス 642） 

12 月放送予定 ナオト・インティライミ スペシャル 
100%ヒッツ！スペースシャワーTV プラス 

（CS321／プレミアムサービス 643） 

《応募概要》 

応募期間：2017 年 10 月 20 日（金）16 時～2017 年 11 月 10 日（金）23 時 59 分 

ホームページ：https://www.skyperfectv.co.jp/special/naoto/ 

実施日時  ：2017 年 12 月 21 日（木）後 7 時～ 
＜注意事項＞ 

・BS チャンネルが視聴できる環境が必要です。 

・事前に B-CAS 番号をお知らせ頂くことにより、当日は、BS スカパー！を視聴できるよう手続きいたします。 

・ご視聴いただくテレビ、および観客の募集等は、当選者様のご負担になります。 

・小学校以外では、対応できかねます。 

・会場を、取材させて頂く可能性がございます。 

＜個人情報の利用について＞ 

・ 収集した個人情報は、開催小学校の選定および視聴環境の整備のためにのみ利用致します。 

・ ご応募いただいたお客様の個人情報につきましては、応募期間終了後、速やかに破棄いたします。 

・ お客様の個人情報に関する取扱規定（開示・修正・消去等・ご相談）につきましては、当社ホームページ上のプライバシーポリシーをご確認ください。 

＜お問い合わせについて＞ 

・応募者多数の場合は抽選とし、当選者のみメールにて通知いたします。 

・ご応募の結果に関するお問い合わせには対応できませんので、予めご了承ください。 

・上記の内容にご同意いただいた方のみ、ご応募ください。 

 


