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株式会社スカパーJSAT ホールディングス

～スカパー！ ＨＤ宣言～
スカパー！サービス（124/128 サービス）における

ハイビジョン放送「スカパー！ＨＤ」の放送開始について

株式会社スカパーJSAT ホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋山 政徳）の

100％子会社である株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表

取締役 執行役員社長：仁藤 雅夫）は、本日、スカパー！サービス（東経 124/128 度の通信衛星

（CS）を使用した放送サービス）において 2008 年 10 月以降に開始するハイビジョン放送の内容に

ついて発表いたしましたので、お知らせします。
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2008 年 9月 2日

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ

～スカパー！ ＨＤ宣言～
スカパー！サービス（124/128 サービス）における

ハイビジョン放送「スカパー！ＨＤ」の放送開始について

株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員

社長：仁藤 雅夫、以下スカイパーフェク TV）は、スカパー！サービス（東経 124/128 度の通信衛星

（CS）を使用した放送サービス、以下スカパー！）において 2008 年 10 月以降に開始するハイビジョ

ン放送の内容を決定しましたのでお知らせします。

スカイパーフェク TV は、2008 年 10 月 1日から開始するハイビジョン放送を第一期、2009 年 10 月

から開始するハイビジョン放送を第二期とし、段階的にチャンネル数を拡大することとしています。

第一期となるチャンネルは PPV（ペイ・パー・ビュー）チャンネルを含む計 15 チャンネル、第二期に

はチャンネルを更に拡充し、計 70チャンネル以上のハイビジョン放送を開始します。

スカパー！は 1996 年より放送を開始したサービスで、現在までに 285 のチャンネル数を有するサ

ービスとなりました。今回スカイパーフェク TV は多チャンネルの魅力に加え、画質についても追求

し、世界的でも最新となる伝送方式の「DVB-S2」と圧縮方式「H.264｜MPEG-4 AVC」を採用、有料多

チャンネルハイビジョン放送としてサービスを拡充します。これにより、スカパー！サービスは 285

の標準画質のチャンネルと 2009年秋には70以上のハイビジョンチャンネルを提供する圧倒的なチャ

ンネル数の放送サービスとなります。さらに、今回のハイビジョン対応チューナーは既存の標準画質

チャンネルとハイビジョンチャンネルの双方が視聴可能となるだけでなく、機能面での向上も図って

います。

今後もスカイパーフェク TV は、多様で良質の映像コンテンツとお客様の利便性を考慮した快適な

映像ライフを提供し、有料多チャンネル放送市場を牽引してまいります。
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スカパー！ＨＤの概要

＜スケジュール＞

・ 第一期ハイビジョンチャンネル放送開始 2008 年 10 月 1 日

・ 第二期ハイビジョンチャンネル放送開始 2009 年 10 月（予定）

※ スカパー！光におけるハイビジョン放送は、スカパー！ＨＤの第二期以降で 2009 年度内の開始を予定してい

ます。

＜チャンネルについて＞

◆ 第一期開始のハイビジョンチャンネル（ジャンル順）

ジャンル ch 番号 チャンネル ジャンル ch 番号 チャンネル

PPV 138
パーフェクトチョイス
HD138

映画 626
スター･チャンネル ハイビジ
ョン

190 スカチャン HD190 628 衛星劇場 HD（ｽﾎﾟｰﾂ、
映画など） 191 スカチャン HD191 632 ムービープラス HD

192 スカチャン HD192 634 日本映画専門チャンネル HD

スポーツ 605
J sports Plus（ﾊｲﾋﾞｼﾞｮ
ﾝ）

海外ドラ
マ

651 FOX HD

613 フジテレビ CSHD アダルト 948 アダルト HD レッド総合エン
ターテイ
メント 616 TBS チャンネル HD 949 アダルト HD ブルー

617 テレ朝チャンネル HD
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◆ 第二期開始のハイビジョンチャンネル（ジャンル順）

※ 現在放送中のチャンネル名称で表記しており、実際のハイビジョンチャンネル名とは異なります。

ジャンル チャンネル ジャンル チャンネル
スポーツ GAORA 国内ドラマ・ 時代劇専門ﾁｬﾝﾈﾙ

J sports 1 バラエティ ﾌｧﾐﾘｰ劇場
J sports 2 ﾎｰﾑﾄﾞﾗﾏﾁｬﾝﾈﾙ
J sports ESPN MONDO21
ｽｶｲ･A sports+ アニメ ｱﾆﾏｯｸｽ
日テレ G+ ｱﾆﾒｼｱﾀｰ X(AT-X)
ｼｰｴｽ GyaO ｶｰﾄｩｰﾝ ﾈｯﾄﾜｰｸ
ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ 721 ｷｯｽﾞｽﾃｰｼｮﾝ

総合エンタ
ーテイメン
ト ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ 739 ｱﾆﾏﾙﾌﾟﾗﾈｯﾄ
映画 ｻﾞ･ｼﾈﾏ

ドキュメン
タリー ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰﾁｬﾝﾈﾙ

ｽﾀｰ･ﾁｬﾝﾈﾙｸﾗｼｯｸ ﾅｼｮﾅﾙ ｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ ﾁｬﾝﾈﾙ
ﾁｬﾝﾈﾙ NECO ﾋｽﾄﾘｰﾁｬﾝﾈﾙ
東映ﾁｬﾝﾈﾙ ニュース TBS ﾆｭｰｽﾊﾞｰﾄﾞ

洋画★ｼﾈﾌｨﾙ・ｲﾏｼﾞｶ 旅ﾁｬﾝﾈﾙ

音楽 MTV
娯楽・趣味

釣りﾋﾞｼﾞｮﾝ
ｽﾍﾟｰｽｼｬﾜｰ TV ｸﾞﾘｰﾝﾁｬﾝﾈﾙ
MUSIC ON! TV

公営競技
ｸﾞﾘｰﾝﾁｬﾝﾈﾙ 2

Music Japan TV
ﾐｭｰｼﾞｯｸﾋﾞﾃﾞｵ専門/VMC

海外ドラマ・ ｱｼﾞｱﾄﾞﾗﾏﾁｯｸ TV★So-net
バラエティ・ AXN
韓流 KBS WORLD

PPV
（ｽﾎﾟｰﾂ、映
画、ｱﾀﾞﾙﾄな

ど）

１０ch 以上

SCI FI(ｻｲﾌｧｲﾁｬﾝﾈﾙ)
ｻｽﾍﾟﾝｽｼｱﾀｰ FOXCRIME
ｽｰﾊﾟｰ!ﾄﾞﾗﾏ TV
ﾐｽﾃﾘﾁｬﾝﾈﾙ
LaLaTV

＜スカパー！ＨＤの商品について＞

今回開始するハイビジョンサービスは現行の標準画質サービスと同じスカパー！サービスの1つと

なります。このため、スカパー！サービスにご加入いただいている場合には、新たに加入料、基本料

が必要となるものではありません。

商品ラインアップで特におすすめの「スカパー！よくばりパックＨＤ」は、ＴＢＳチャンネルＨＤ，

テレ朝チャンネルＨＤ、ムービープラスＨＤ、日本映画専門チャンネルＨＤ、ＦＯＸ ＨＤのハイビ

ジョン 5 チャンネルに標準画質チャンネル 68 チャンネルで 3,500 円（2009 年 9 月までのキャンペー

ン価格、2009 年 10 月以降はハイビジョン 40チャンネル視聴可能予定で 4,700 円）という大変魅力的

な商品となっています。また、「プロ野球セットＨＤ」、J リーグをはじめとするハイビジョンのサッ

カー系セット等、お客様の多様なニーズにお応えしたハイビジョンをお楽しみいただく商品も取り揃

える予定です。

商品詳細については、スカイパーフェク TVのウェブサイト等でお知らせします。
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＜スカパー！ＨＤ対応チューナー＞

◆ 種類

・ 国内メーカー1機種（ソニー株式会社製）

セル（売りきり）方式です。チューナー・アンテナセットとチューナー単品の両方があります。

・ スカパー！製 1機種

チューナー単体はレンタル及びセルの両方式を用意します。

レンタルの場合のチューナーレンタル料は月額 630 円、販売価格は 34,800 円を予定しています。

予約受付は 9 月下旬より行いますが、配送は 10月下旬以降順次行う予定です。

アンテナは従来品に加え、スカパー！、スカパー！ｅ２、BSデジタル放送の全てが一本で受信可

能なマルチ衛星アンテナを新たに開発し、発売することになりました。

※ 従来のスカパー！の標準画質放送用の受信機ではハイビジョンチャンネルの放送はご覧いただけません。スカパ

ー！ＨＤ対応チューナーが必要となります。アンテナに関しては、これまでお使いのアンテナがそのままお使い

いただけます。

◆ 主な仕様

・ ハイビジョンチャンネルと標準画質チャンネルの双方が受信可能

・ イーサネット端子を使った PPV（ペイ・パー・ビュー）の視聴履歴収集が可能

・ 地上デジタルチューナー機能を内蔵（スカパー！製のみ）

＜スカパー！ＨＤのハイビジョン画質での録画について＞

現在、MPEG-4 AVCのスカパー！コンテンツを外部機器にデジタル録画する業界標準の規格が存在して

おりませんが、スカパー！ではスカパー！ＨＤをハイビジョン画質のまま録画いただくため、ホーム

ネットワークに用いられるDLNAおよびDTCP-IP技術を利用して録画機能を実現する「スカパー！ＨＤ

録画」を導入します。スカパー！ＨＤをハイビジョン画質で録画するためには、チューナーと録画機

器共に「スカパー！ＨＤ録画」に対応した機器が必要となりますが、対応予定は以下の通りになって

おります。

・チューナー

スカパー！製は今後衛星ダウンロードにて対応予定 ※ソニー製チューナーの対応は未定です。

・録画機器

今後、東芝製の「ＤＶＤレコーダー」、アイ・オー・データ機器/バッファロー製の「ネットワー

ク対応ハードディスク」での対応が予定されております。

＜共同受信設備でのご視聴について＞

マンション等にお住まいで、スカパー！を共同受信設備でご視聴のお客様においては、ハイビジョ

ンチャンネルは新たな周波数を利用しての放送となるため、特定の共同受信設備以外ではご視聴いた
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だけません。詳しくは、http://smatv.skyperfectv.co.jpでご確認ください。

＜キャンペーンについて＞

ハイビジョン放送の開始を記念して以下のキャンペーンを実施します。

◆ スカパー！ＨＤ スタート！キャンペーン 視聴料等 5,000 円プレゼント

期間：2008 年 10 月 1 日～2009 年 1 月 31 日

内容：スカパー！ＨＤの新規ご加入で 5,000 円分（税込み）の視聴料等（ガイド誌代金、基本料

も対象）をプレゼント

◆ スカパー！ＨＤ開局キャンペーン

期間：2008 年 10 月 1 日～2009 年 1 月 31 日（申込受付分まで）

内容：スカパー！、スカパー！ｅ２（旧名称 ｅ２ ｂｙ スカパー！）の何れかのご契約者が、

ハイビジョンチャンネルを追加でご契約、または契約変更された場合、視聴料等（ガイド誌代金、

基本料も）を 5,000 円分割引

◆ 「スカパー！よくばりパックＨＤ」キャンペーン

期間：2008 年 10 月～2009 年 9月のご請求分まで

内容：「スカパー！よくばりパックＨＤ」を契約された方にキャンペーン価格 3,500 円でご提供

◆ ハイビジョンチャンネル 1ヵ月無料キャンペーン

期間：2008 年 10 月～2009 年 3月の商品契約お申し込み分まで

内容：スカパー！ＨＤ対応チューナーで新規加入されたお客様又はスカパー！に既に加入されて

いてスカパー！ＨＤ対応チューナーに変更されたお客様で、「スター・チャンネル プレミア3」、

「衛星劇場ＨＤ」「Ｊ sports1,2&Plus(ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ)」を 3 ヶ月以上ご契約継続された方は 1 ヵ月分

の視聴料が無料

◆ アダルトハイビジョンチャンネル 1ヵ月無料キャンペーン

期間：2008 年 10 月～2009 年 3月の商品契約お申し込み分まで

内容：スカパー！ＨＤ対応チューナーで新規加入されたお客様又はスカパー！に既に加入されて

いてスカパー！ＨＤ対応チューナーに変更されたお客様で、「アダルトHDレッド」、「アダルト HD

ブルー」、「アダルト HDセット」を 3ヶ月以上ご契約継続された方は 1ヵ月分の視聴料が無料


