News Release

2018 年 2 月 1 日
スカパーＪＳＡＴ株式会社

2018 年もスカパー! サッカー始動
国内サッカーシーズン ＆
UEFA チャンピオンズリーグ 17/18 決勝ラウンド開幕！
国内･海外の試合中継、関連番組を続々放送！
スカパー! は、2 月 13 日（火）深夜より始まる「UEFA チャンピオンズリーグ 17/18」「UEFA ヨーロ
ッパリーグ 17/18」決勝ラウンド、さらに 2 月 23 日（金）に開幕する「2018 明治安田生命 J リーグ」に
向け、2 月より国内外のサッカー情報をお届けするため、試合中継はもちろん関連番組を多数放送します。
まずはいよいよ始まる「UEFA チャンピオンズリーグ 17/18」決勝ラウンド。「レアルマドリード×パ
リサンジェルマン」、「チェルシー×バルセロナ」戦など初戦から注目カード満載で、盛り上がり必至の今
シーズン。欧州 No.1 クラブを決める世界最高峰の戦いを全試合生中継見られるのはスカパー! だけ。史上
初の 2 連覇を達成したレアルマドリードを止めるのはどのクラブか！？ぜひスカパー! でご覧ください。
また注目の国内サッカーもスカパー! でしか見られない試合を多数放送。3 月 7 日（水）開幕の 2018J
リーグ YBC ルヴァンカップ全試合放送が決定しているほか、鹿島アントラーズへの復帰が決定した内田篤
人選手の出場が期待されるいばらきサッカーフェスティバル 2018「水戸ホーリーホック×鹿島アントラー
ズ」戦、23 回目を迎えたシーズン開幕前恒例の千葉ダービー「ジェフユナイテッド千葉×柏レイソル」戦
など注目の試合を続々放送！こちらも見逃せません。
詳細はスカパー! サッカー

公式サイト（https://soccer.skyperfectv.co.jp/）をご確認ください。
また、本日 2 月 1 日（木）から 3 月 31 日（土）までの期間内
に「スカパー! サッカーセット」をご契約いただいた方には最
大 3 ヶ月間、視聴料が無料になる「スカパー!

サッカーセッ

ト 最大 3 か月無料キャンペーン」を実施します。詳細は下記
ホームページよりご確認ください。

【キャンペーン名称】スカパー! サッカーセット最大 3 か月無料キャンペーン
【キャンペーン申込期間】 2 月 1 日（木）～3 月 31 日（土）
申込の当月分から 4 月分まで視聴料が無料でご視聴いただけます！
※はじめてスカパー! にご加入いただくと同時にスカパー! サッカーセットをご契約いただいた方が対象となります。
※キャンペーン期間終了後もご契約は自動継続となりますので、ご解約が必要な場合はお客様ご自身でご解約の手続き
をお願い致します
＜欧州サッカー関連
主なコンテンツ＞
※放送スケジュールは変更になる場合がございます。
※スカパー! オンデマンドの「スカパー!
サッカーセット」は本キャンペーンの対象外となります
※詳しくはスカパー！公式サイト（https://www.skyperfectv.co.jp/info/cpn/）をご確認下さい

■UEFA チャンピオンズリーグ 17/18 決勝ラウンド
①ラウンド 16 1st レグ全試合生中継
日程

対戦カード

放送チャンネル

2/14(水)前 4:30

ユベントス vs トッテナム

スカサカ！（CS800/プレミアムサービス 580）

2/14(水)前 4:30

バーゼル vs マンチェスターC

スカチャン 1（CS801/プレミアムサービス 581）

2/15(木)前 4:00
2/15(木)前 4:30
2/21(水)前 4:00

レアルマドリード vs パリサンジェルマン
（ゲスト解説：石川直宏）
ポルト vs リバプール

スカサカ！（CS800/プレミアムサービス 580）
スカチャン 1（CS801/プレミアムサービス 581）

チェルシーvs バルセロナ

スカサカ！（CS800/プレミアムサービス 580）

（ゲスト解説：岡田武史）

2/21(水)前 4:30

バイエルン vs ベシクタシュ

スカチャン 1（CS801/プレミアムサービス 581）

2/22(木)前 4:30

セビージャ vs マンチェスターU

スカサカ！（CS800/プレミアムサービス 580）

2/22(木)前 4:30

シャフタール vs ローマ

スカチャン 1（CS801/プレミアムサービス 581）

②決勝ラウンド開幕直前！～実況アナウンサー大集合 SP～
スカパー！UCL 中継を「声」で彩ってきた実況アナウンサー4 名が大集結し、決勝ラウンドの展望を大予
想！個性派揃いの実況陣のぶつかり合いは果たしてどんな展開になるのか！？
放送日時：2 月 10 日（土）後 8 時～後 9 時 30 分

※無料放送

放送チャンネル：スカサカ!（CS800/プレミアムサービス 580）

■UEFA ヨーロッパリーグ 17/18 決勝ラウンド
グループステージを勝ち抜いたザルツブルグ南野、マルセイユ酒井宏に、UCL 組のドルトムント香川も参
戦！決勝ラウンド出場日本人所属 3 クラブ、どこが最高位まで進むのか。ナポリ、アーセナルら強豪クラブ
も注目！スカパー! では強豪クラブ・日本人選手所属クラブを中心に、注目試合を生中継！
日程

対戦カード

放送チャンネル

2/15(木)深 2:50

ドルトムント(香川)vs アタランタ

スカサカ！（CS800/プレミアムサービス 580）

2/15(木)深 2:50

エステシュンズ vs アーセナル

スカチャン 1（CS801/プレミアムサービス 581）

2/16(金)前 4:55

ナポリ vs ライプツィヒ

スカチャン 2（CS802/プレミアムサービス 582）

2/15(木)深 2:50

レアルソシエダ vs ザルツブルク(南野)

スカチャン 3（CS805/プレミアムサービス 583）

2/15(木)深 2:50

マルセイユ(酒井宏)vs ブラガ

BS スカパー！（BS241/プレミアムサービス 579）

※生中継以外の試合も、公式ホームページで全試合生配信！

http://uefa-vod.skyperfectv.co.jp/

■国内サッカー関連

※放送スケジュールは変更になる場合がございます。

①2018J リーグプレシーズンマッチ３試合を生中継！
日時

試合名

2/3（土）後1時50分～
2/4（日）後1時～
2/18（日）後0時50分～

放送チャンネル

いばらきサッカーフェスティバル
「水戸ホーリーホック×鹿島アントラーズ」
ちばぎんカップ

スカサカ!

「ジェフユナイテッド千葉×柏レイソル」

（CS800/プレミアムサービス580）

2018Jリーグプレシーズンマッチ
「レノファ山口×サンフレッチェ広島」

②市川大祐・鈴木隆行の引退試合特番を放送！本人と共に引退試合と自身のサッカー人生
を振り返る！
日程

番組名

放送チャンネル

2/3（土）後9時～

市川大祐引退試合

スカサカ!

2/4（日）後9時～

鈴木隆行引退試合

（CS800/プレミアムサービス580）

③J リーグ関連番組多数放送で開幕前後を盛り上げる！
日時

番組名

2/2（金）後9時～
2/9（金）後9時～

2/11（日）後10時～

2/11（日）後9時～

放送チャンネル

岩政大樹の磐田・清水のキャンプレポート
スカサカ!ライブ

平畠啓史の浦和・G大阪キャンプレポート
UCL決勝ラウンド開幕直前特集！
Jリーグ開幕特集！元日本代表で浦和レッズレジェンド

2/23（金）後9時～
2/10（土）後10時～

概要

の永井雄一郎さんが番組初出演
平ちゃんの「ほな行こか。」#10
～キャンプ篇 浦和レッズ～

今回は浦和レッズ、ガンバ大阪のキャンプ地である沖縄

平ちゃんの「ほな行こか。」#11

を訪問！2夜連続でお届け。

スカサカ!
（CS800/プレミアムサービス580）

～キャンプ篇 ガンバ大阪～
Jリーグラボ#62
＜ゲスト：原博実＞

今回はJリーグ副理事長の原博実氏をゲストに招き、25
周年を迎えたJリーグと今後のビジョンについて徹底的
に掘り下げます。
2/23に開幕する2018シーズンのJリーグ。豪華解説陣と

2/25（日）後9時50分～

スカサカ! Jライブ

ともに、開幕節のJリーグ全試合について振り返る特別
番組を生放送！MCは平畠啓史

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

