News Release

2018 年 3 月 20 日
スカパーJSAT 株式会社

3 月 30 日（金）いよいよプロ野球開幕！
スカパー! は今年も全力でプロ野球をお届けします。

セ・パ 12 球団公式戦 全試合放送！
試合中継も関連番組も充実

スカパー! は、3 月 30 日（金）より開幕となるプロ野球を、今年もセ・パ 12 球団公式戦全試合放送いたし
ます。また、BS スカパー! とプロ野球中継をお届けする各チャンネルでは関連番組も多数放送いたします。
スカパー!はこれからもプロ野球ファンの皆様のご期待に徹底的にお応えしてまいります。

■スカパー! プロ野球セットについて
《商品概要》
商品名称

：

スカパー! プロ野球セット/プロ野球セットプレミアム
商品価格

：3,980 円／月（税込）

■「プロ野球セット 1,980 円キャンペーン」も実施中！
2018 年 2 月１日～3 月 31 日までに新規で「プロ野球セット」「プロ野球セットプレミアム」をご契約の
場合、加入翌月の視聴料が 3,980 円→1,980 円（2,000 円割引）になるキャンペーンを実施中。
キャンペーン名称：

プロ野球セット

1,980 円キャンペーン

キャンペーン申込期間：

2018 年 2 月 1 日～2018 年 3 月 31 日 （加入手続き完了分まで）

キャンペーン内容：

キャンペーン期間中に個人でスカパー!またはプレミアムサービスに新規でご加
入いただき、同時に「プロ野球セット」または「プロ野球セットプレミアム」を
ご契約された方は、加入翌月分の視聴料から 2,000 円割引いたします。
※別途、月額基本料（421 円）がかかります。
※本キャンペーンは、お申込み条件の対象者に自動的に適用されます。別途、キャンペー
ンへのお申込みは必要ありません。
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詳しくはスカパー!プロ野球公式サイトをご覧ください。

ほか

https://baseball.skyperfectv.co.jp/watch/

■9 球団の主催試合を PC、スマホ、タブレットでもライブ配信！

パ・リーグ全球団（福岡ソフトバンクホークス、埼玉西武ライオンズ、東北楽天ゴールデンイーグル

ス、オリックス・バファローズ、北海道日本ハムファイターズ、千葉ロッテマリーンズ）に、セ・リー
グ 3 球団（横浜 DeNA ベイスターズ、中日ドラゴンズ、東京ヤクルトスワローズ）を加えた 9 球団主
催試合の生中継をスカパー! オンデマンドでもご覧いただけます。プロ野球セットをご契約の方なら、
追加料金なしで PC、スマホ、タブレットでご視聴できます！

＜ライブ配信のスカパー! オンデマンド＞
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 を取得するだけで簡単にス
カパー! オンデマンドの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/】

■「ドラマティックサヨナラ賞」今シーズンで制定から丸 10 年を迎えます

「スカパー!ドラマティックサヨナラ賞」は、プロ野球全 12 球団公式戦全試合を放送し、ファンのみ

なさまの胸が熱くなるゲームを最後までお届けしているスカパー!が、最も劇的なサヨナラ本塁打、また
はサヨナラ安打を放った選手を表彰する賞として 2009 年より日本プロフェッショナル野球組織、パシ
フィック野球連盟、セントラル野球連盟の第三者公式表彰として制定し、今年で丸 10 年を迎えます。
今年はそのメモリアルイヤーとして、5 月よりこれまで 9 年間の表彰選手を振り返る WEB 企画や、球
場来場者などに「あなたの胸アツサヨナラ打」を教えていただくインタビュー動画企画などを予定し、
シーズン後に行われる「ドラマティックサヨナラ賞」年間大賞授賞式まで盛り上げてまいります。

■スカパー! ならではの充実ラインアップ、豊富なプロ野球関連番組

試合の前後にも楽しめる関連番組が多数あるのもスカパー! ならでは！2018 年もシーズン中のレギ

ュラー番組はもちろん、開幕前から特別番組も多数放送いたします。
【解説陣が徹底討論】

プロ野球ニュース 2018 開幕直前スペシャル
ペナントレース開幕前日の 3 月 29 日（木）、毎年恒例の「開幕直
前スペシャル」を 3 時間生放送！12 球団の直前情報はもちろん、
全解説者の順位予想を紹介！今シーズンは誰の優勝予想が当たる
のか！？
放送日：3 月 29 日(木)後 7:00～10:00
チャンネル：フジテレビ ONE スポーツ・バラエティ
開幕後の「プロ野球ニュース 2018」は試合開催日の毎日 23 時から、全試合の情報をどこよりも詳し
くたっぷりお届けします！
【MC は中川家礼二＆倉持明日香】

プロ野球ワイド 開幕直前スペシャル
スカパー! でプロ野球をとことん楽しむ、そんな野球愛溢れるフ
ァンの皆様の「見たい・知りたい」に応えるプロ野球情報バラエテ
ィ。プロ野球の開幕直前に合わせてスペシャル番組を放送！各球団
の戦力分析や、ゲストを招いてスタジオで各球団の展望など、開幕
が待ちきれない皆様にお届けします！
放送日：3 月 25 日(日)前 11:00～後 1:00 ほか
チャンネル：BS スカパー!
【その他人気レギュラー番組】
GIANTS プレ・ポストゲームショー2018（日テレジータス）
放送日時：
プレゲームショー：3 月 30 日（金）後 4:00～5:00 生放送
ポストゲームショー：3 月 30 日（金）後 10:00～10:30 生放送
プレゲームショーは試合開始 1 時間前から（開幕戦除く）
、その日の試合の見どころ、注目トピックス、巨人
最新情報を紹介しながら、プレーボール直前の臨場感あふれる東京ドームの様子を徹底中継！ポストゲーム
ショーは試合終了直後に日の試合を深掘り解説。試合を見た人も、見逃してしまった人も、この番組を見れ
ば、その日の巨人戦のすべてがわかります！

徳光和夫の週刊ジャイアンツ（日テレジータス）
放送日時：毎週（月）後 8:00～9:30

ジャイアンツファンの、ジャイアンツファンによる、ジャイアンツファンのための情報番組も 7 シーズ
ン目に突入！毎週月曜日に生放送！
ズムサタ プロ野球熱ケツ情報(日テレジータス)
放送日時：毎週（日）後 1:15～1:45
宮本和知の人気コーナーを日テレジータスでは、地上波で放送できなかった貴重な未公開映像も含めてたっ
ぷりとお届け！

ホークス TODAY（FOX スポーツ＆エンターテイメント）
放送日時：3 月 30 日（金）後 5:45～
福岡ソフトバンクホークスの試合前情報を余すところなくお届け！当日の見どころやスタメン情報、ホーク
スのイベント情報や 2 軍戦までと充実の内容はファン必見！

月刊！ホークス（FOX スポーツ＆エンターテイメント）
放送日時：3 月 20 日（火）後 9:30～ほか
選手への緻密な取材を基に、さまざまな角度からホークスを取り上げるドキュメンタリー

■スカパー! はファーム公式戦もカバー
【ホークス主催 60 試合放送】※一部録画

2018 HAWKS BASEBALL PARK プロ野球ウエスタン・リーグ公式戦（FOX スポーツ）
【北海道日本ハム主催試合 40 試合以上生中継！】
GAORA プロ野球中継～ファーム～（ファイターズ）
【阪神タイガース主催試合も下記 2 チャンネルで中継！】
GAORA プロ野球中継～ファーム～（タイガース）
スカイ A スタジアム 阪神タイガース ファーム戦
【ジャイアンツ主催 28 試合／全 67 試合 放送！】
ジャイアンツイースタンリーグ 2018（日テレジータス）
【ライオンズ主催試合 20 試合以上／全 68 試合】
ライオンズ ファーム 2018 ～イースタンリーグ公式戦～（EX スポーツ）
※録画放送 ※プレミアムサービスのみ。

■BS スカパー!オリジナルアニメ「グラゼニ」2018 年 4 月スタート！

スカパー! では、週刊『モーニング』で連載中の「グラゼニ」
（原作・森高夕次、

漫画・アダチケイジ）を BS スカパー! 初のオリジナルアニメ「グラゼニ」として
2018 年 4 月より放送を開始します。
「グラゼニ」は、成果主義であるプロ野球を
“夢を売る徹底した格差社会”として、
「カネ」をテーマにプロ野球のシビアな世界
と生活を懸けたプロ野球選手の日常を描く作品です。主演声優を落合福嗣が務め
ます。プロ野球を愛するスカパー! が、プロ野球を愛する皆さんへ自信をもって
お届けします！
©森高夕次・アダチケイジ／スカパー!・講談社

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

