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新たなる伝説の幕開け!

「⾖腐プロレス The REAL 2018
WIP QUEENDOM in 愛知県体育館」
スカパー! で完全独占生中継!!
スカパー! は、2 月 23 日（金）午後 6 時より愛知県体育館で開催する「豆腐プロレス The REAL
2018 WIP QUEENDOM in 愛知県体育館」の模様をスカチャンで完全独占生中継します。

2017 年『豆腐プロレス The REAL 2017 WIP CLIMAX in 後楽園ホール』では、ハリウッド
JURINA（SKE48 松井珠理奈）、チェリー宮脇（HKT48/AKB48 宮脇咲良）ら総勢 31 名のアイド
ルが壮絶な試合を繰り広げプロレスの聖地・後楽園ホールは熱狂の渦に巻き込まれた。
誰も予想しなかったアイドルどうしの魂のぶつかり合い・・・、彼⼥たちの本気の戦いがアイド
ルファン・プロレスファンの伝説となったあの伝説の⼀夜から半年、新たな戦いが始まる！
第 2 弾の舞台は、WIP⼀強時代を築くハリウッド JURINA 生誕の地である愛知県。会場は前回
より規模を拡⼤し、東海地⽅における格闘技の聖地・愛知県体育館！
メインマッチ「中日スポーツ杯争奪 タッグマッチ」はハリウッド JURINA・シャーク込山（AKB48
込山榛香）タッグとオクトパス須田（SKE48 須田亜香里）
・道頓堀白間（NMB48/AKB48 白間美瑠）
タッグが激突！錦糸町道場、白金ジムへ新規加入したメンバーや、工事現場同盟、マッドドックス
はどうなるのか!?さらに、9 度目の復帰を決意したバード高柳（SKE48 高柳明音）他、開催地でも
ある名古屋の新勢力への期待も！様々な包囲網のなか、初の地元凱旋に燃えるハリウッド JURINA
は、⼥王の座を死守できるのか！？
群雄割拠！何が起きてもおかしくない！『豆腐プロレス The REAL 2018 WIP QUEENDOM in
愛知県体育館』ですべてを目撃せよ！

◆事前特番『名古屋まで待てない！「⾖腐プロレス The REAL 2018 WIP
QUEENDOM in 愛知県体育館」直前スペシャル』も放送
放送日時

： 2 月 10 日(土) 午後 2 時 30 分～（BS スカパー! ）
2 月 10 日(土) 午後 9 時 15 分～（スカチャン 1） 他

＜ハリウッド JURINA / 松井珠理奈（SKE48）コメント＞
どんな状況であっても、誰が相手であっても常にトップに立つのがハリウッド JURINA だと思
っています。今回は私の地元愛知での⼤会になるので、いつも以上に気持ちも入りますし、本
当に試合をしていて力になるのはファンの皆様の声援なので、会場でも TV の前でも⼤きな
「JURINA」コールを響かせてほしいです！
＜シャーク込山 / 込山榛香（AKB48） コメント＞
ずっとハリウッド JURINA の首を狙っていたので、まさか組むことになるとは思いませんでし
たが、ベルトのないハリウッド JURINA を倒しても意味がないので、今は⼀緒にベルトを取り
返すことそして、また 1 番になったハリウッド JURINA と戦いたいです。次世代じゃない、私
の時代は「今」です。
＜オクトパス須田 / 須田亜香里（SKE48） コメント＞
「ファンの本当に見たいプロレスをする」それが、オクトパス須田のプロレスだと思っていま
す。華やかさとか、派手さとかではなく楽しめるプロレスを魅せます！まわりが作り上げたヒ
ロインやトップなんてもういらない！！ね、みんなもそう思うでしょ？！
＜道頓堀白間 / 白間美瑠（NMB48/AKB48） コメント＞
今回も面白い事になる予感しかしません！道頓堀白間は、ハリウッド JURINA から離れて、オ
クトパス須田と⼀緒に戦います！今まで以上に、道頓堀白間にしか出来ない、カッコ良さとセ
クシーさ全開で、
、
、沢山の⽅々をメラメラと熱く！メロメロととろけさせて！メラメロにさせ
ちゃいたいと思います！

■参戦予定メンバー
★AKB48
エブリバディ奈緒（太田奈緒）、オッタマゲ・マ（馬嘉伶）
、カツオ廣瀬（廣瀬なつき）
、
グイグイ中西（中西智代梨）
、コマネチ湯本（湯本亜美）
、シャーク込山（込山榛香）
、
ジャンボ佐藤（佐藤朱）
、ディーヴァおだえり（小田えりな）、トルネードたつまき（達家真姫宝）
、
左上せいちゃん（福岡聖菜）
、ブラックベリー向井地（向井地美音）
、プロフェッサー田北（田北香世子）
、
マイケル下口（下口ひなな）
、マッドドッグ宮崎（宮崎美穂）、ミラクルしづか（⼤家志津香）
、
モーモー川本（川本紗矢）
、ヤバクネ谷口（谷口めぐ）
、ロングスピーチ横山（横山由依）
★SKE48
アンチスリップ真木子（斉藤真木子）
、オクトパス須田（須田亜香里）
、クイウチ松村（松村香織）
、
ケンドー松本（松本慈子）
、サックス古畑（古畑奈和）
、ハリウッド JURINA（松井珠理奈）
、
バード高柳（高柳明音）
、バブリー荒井（荒井優希）
、マッチ音葉（町音葉）
★NMB48
道頓堀白間（白間美瑠／兼 AKB48）
★NGT48
バトンかとみな（加藤美南）
、ボイス山田（山田野絵）
、MAX 中井（中井りか）

≪放送概要≫
タイトル
放送日時

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。

：「⾖腐プロレス The REAL 2018 WIP QUEENDOM in 愛知県体育館」
：2 月 23 日(金) 18：00-22：00（スカチャン 1）※完全生中継
2 月 24 日(土) 21：00-25：00（スカチャン 1）
3 月 3 日(土) 19：00-23：00（スカチャン 1）
3 月 18 日(日) 16：00-20：00（スカチャン 1）

チャンネル：スカチャン
視聴⽅法

：PPV/PPS(デジタルコピーワンス)
※ご視聴いただくにはチケット（PPS）の事前申し込みが必要になります。
商品名：豆腐プロレス 2.23 愛知

視聴チケット

料金：2,160 円（税込）
※プレミアムサービスチューナー（プレミアムサービス光含む）をお持ちの⽅は、EPG（電子番組表）
からチューナー操作で番組単位の視聴申込み（PPV）も可能です。詳細は下記の公式サイトをご確
認ください。
※「2 週間お試し体験」対象外番組です。
※視聴チケット（PPS）の販売期間は 1/29(月)～3/29(木)です。

タイトル
放送日時

：名古屋まで待てない！「⾖腐プロレス The REAL 2018 WIP QUEENDOM in
愛知県体育館」直前スペシャル』
：2 月 10 日(土) 14：30-14：45（BS スカパー! ）
2 月 10 日(土) 21：15-21：30（スカチャン 1） 他

チャンネル：BS スカパー! 、スカチャン
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。

問合せ

：スカパー! カスタマーセンター
（総合窓口）0120-211-855（受付 10：00～20：00/年中無休）

公式サイト：https://www.skyperfectv.co.jp/special/akb48/#program001

＜スマホ・PC・タブレットで同時配信！＞
スカパー! オンデマンドサイトにてオンデマンド専用「豆腐プロレス 2.23 視聴チケット」2,160 円
（税込）をご購入いただくとスマホ・PC・タブレットから同番組をお楽しみいただけます。
※スカパー! オンデマンドサイトでの購入にはクレジットカード情報の登録が必要です。
※放送サービスの「豆腐プロレス 2.23 愛知 視聴チケット」ではスカパー! オンデマンドはご視聴いただけません。

詳しくはこちら
https://vod.skyperfectv.co.jp/feature/tofu_prowres/
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

