News Release
2019 年 3 月 13 日
株式会社ジュピターテレコム

J:COM は 2019 シーズンも
プロ野球全 12 球団の公式戦を全試合生中継！
－総計 3,000 名様以上に全 12 球団の観戦チケット＆グッズプレゼントを実施－
株式会社ジュピターテレコム（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井村 公彦）が提供する TV
サービス「J:COM TV」で、2019 年 3 月 29 日（金）に開幕するプロ野球セントラル・リーグ、パシフィック・リーグ、
全 12 球団の公式戦放送に加えて、全試合生中継＊1 することが決定しました。さらに、全 12 球団徹底放送を
記念して、3 月 26 日（火）に「J:COM Wonder Studio」（東京ソラマチ®内）にて「岩本勉×稲村亜美 スペシャ
ルトークショー」を開催。また、公式戦やスペシャルイベントへのご招待、プロ野球ファン垂涎のお宝グッズの
プレゼントなど、シーズンを通じて総計 3,000 名様以上に当たるさまざまなキャンペーン※2 を実施します。
＊1 地デジ・BS デジタル放送を含みます。放送予定は予告なく変更となる場合や一部地域では録画放送になる場合があります。
＊2 J:COM ご加入者さま限定

また J:COM では、モバイル端末（スマートフォン、タブレット）向けライブ配信＊3 を「J:COM オンデマンド」アプ
リ（無料）にて行いますので、移動中や外出先でもリアルタイムで視聴いただくことできます。さらに「J:COM プ
ロ野球アプリ」（無料）では、地上波、BS、CS チャンネルの全放送スケジュールや関連番組情報を一目でご
覧いただけるのはもちろん、一球ごとに試合のスコア状況が分かるスコア速報機能や、お気に入りの球団の
試合開始お知らせ機能、さらにプロ野球ライブ視聴画面をワンタッチで起動できるなど、2019 シーズンのプロ
野球を様々な角度からお楽しみいただけます。
（詳しい情報は https://www2.myjcom.jp/npb/app/をご確認ください）
＊3 「J:COM TV スタンダードプラス」、「J:COM TV スタンダード」のご加入者さまが対象。
一部の試合ではアプリでのライブ配信が行われません。
「J:COM オンデマンド」アプリのインストールが必要です（PC では視聴不可）。

◆全 12 球団の観戦チケット＆グッズをシーズン総計 3,000 名様以上にプレゼント！
2019 年シーズン開幕に向けて、2019 年 2 月 25 日（月）より各球団のプロ野球観戦チケットやサイン入りグッ
ズなど、シーズンを通じて、総計 3,000 名様以上に当たるプレゼントキャンペーンを実施中です。3 月は、観戦
チケットが合計 190 名様に当たるキャンペーンを 3 月 17 日（日）まで実施しますので、是非ご応募ください。
（詳しい情報は https://www2.myjcom.jp/npb/present/index.shtml をご確認ください）
＜3 月のプレゼントキャンペーン＞※応募締切：3 月 17 日（日）まで

球団名

特典

＜セントラル・リーグ＞
東京ヤクルトスワローズ
（合計 20 名様）

■観戦チケット 各 5 組 10 名様
A. VS 広島 4/27(土)18:00
B. VS 阪神 5/6(月・休)18:00
会場：明治神宮野球場（東京都新宿区）

読売ジャイアンツ
（合計 20 名様）

■観戦チケット 各 5 組 10 名様
A. VS 横浜 DeNA 4/27(土)14:00
B. VS 横浜 DeNA 4/28(日)14:00
会場：東京ドーム（東京都文京区）

横浜 DeNA ベイスターズ
（合計 20 名様）

■観戦チケット 各 5 組 10 名様
A. VS 広島 4/13(土)14:00
B. VS 広島 4/14(日)13:00
会場：横浜スタジアム（神奈川県横浜市）

中日ドラゴンズ
（合計 10 名様）

■観戦チケット 5 組 10 名様
VS 東京ヤクルト 4/20(土)14:00
会場：ナゴヤドーム（愛知県名古屋市）

阪神タイガース
（合計 20 名様）

■観戦チケット 各 5 組 10 名様
A. VS 広島 4/30(火・休)18:00
B. VS 広島 5/1(水・祝)14:00
会場：阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）

＜パシフィック・リーグ＞
埼玉西武ライオンズ
（合計 20 名様）

■観戦チケット 各 5 組 10 名様
A. VS 福岡ソフトバンク 4/20(土)14:00
B. VS 楽天イーグルス 5/4(土・祝)14:00
会場：メットライフドーム（埼玉県所沢市）

北海道日本ハムファイターズ
（合計 20 名様）

■観戦チケット 各 5 組 10 名様
A. VS 福岡ソフトバンク 4/27(土)14:00
B. VS 埼玉西武 5/11(土)14:00
会場：札幌ドーム（北海道札幌市）

オリックス・バファローズ
（合計 20 名様）

■観戦チケット 各 5 組 10 名様
A. VS 埼玉西武 4/27(土)13:00
B. VS 埼玉西武 4/28(日)13:00
会場：京セラドーム大阪（大阪府大阪市）

千葉ロッテマリーンズ
（合計 20 名様）

■観戦チケット 各 5 組 10 名様
A. VS 北海道日本ハム 4/20(土)14:00
B. VS 北海道日本ハム 4/21(日)14:00
会場：ZOZO マリンスタジアム（千葉県千葉市）

東北楽天
ゴールデンイーグルス
（合計 20 名様）

■観戦チケット 各 5 組 10 名様
A. VS 福岡ソフトバンク 4/13(土)14:00
B. VS オリックス 4/20(土)14:00
会場：楽天生命パーク宮城（宮城県仙台市）

※広島東洋カープと福岡ソフトバンクホークスは、
都合により 3 月は観戦チケットのプレゼントはございませんが、随時ご提供させていただく予定です。

★「J:COM プロ野球中継 2019」公式サイト★
https://www2.myjcom.jp/npb/ （または…「jcom プロ野球」で検索）
★「J:COM プロ野球アプリ」★
✓ 全試合の放送スケジュールが一目でわかる！
✓ スコア速報機能で一球ごとに試合のスコア状況が分かる！
✓ ワンタッチでライブ視聴画面を起動！
✓ スポーツジャーナリスト・二宮清純氏のコラムを毎週火・金更新！ など
（詳しい情報は https://www2.myjcom.jp/npb/app/をご確認ください）

＜二宮清純氏＞
「J:COM オンデマンド」アプリ

「J:COM プロ野球アプリ」
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参考情報
＜［2019 年シーズン］ 放送チャンネル：各球団の主催試合＞
放送スケジュールは、決まり次第、J:COM プロ野球特設ページに順次、掲載いたします。
J:COM プロ野球特設ページ： https://www2.myjcom.jp/npb/
リーグ

球団名
広島東洋カープ

セントラル・リーグ

放送チャンネル
＊1

J SPORTS 1 HD

東京ヤクルトスワローズ

フジテレビＯＮＥ スポーツ・バラエティ

読売ジャイアンツ

日テレジータス HD

横浜 DeNA ベイスターズ

TBS チャンネル 2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ

中日ドラゴンズ

＊1

J SPORTS 2 HD＊2

阪神タイガース

＊1

スカイ A / GAORA SPORTS HD

埼玉西武ライオンズ
福岡ソフトバンクホークス
北海道日本ハムファイターズ
パシフィック・リーグ

オリックス・バファローズ
千葉ロッテマリーンズ
東北楽天ゴールデンイーグルス

＊1
＊2
＊3
＊4

＊2

フジテレビＴＷＯ ドラマ・アニメ
FOX スポーツ＆エンターテイメント

＊3

GAORA SPORTS HD
J SPORTS 3 HD

＊2

日テレ NEWS24 HD
J SPORTS 2 HD

＊2＊4

対読売ジャイアンツ戦については、放送チャンネルが異なる場合がございます。
4K J:COM Box をご利用の方は、「J SPORTS 1 (4K)」「J SPORTS 2 (4K)」「J SPORTS 3 (4K)」もご視聴も可能です。
「FOX ムービー」にて 6 試合の放送を予定しております。
「J SPORTS 1 HD」もしくは「J SPORTS 3 HD」での放送になる場合がございます。

※放送チャンネルは、予告なく変更となる場合があります。

概要：イベント
イベント名

J:COM プロ野球セ・パ 12 球団徹底放送!記念イベント
岩本勉×稲村亜美 スペシャルトークショー

開催日時

2019 年 3 月 26 日（火） 13：00～14：00（予定） ※開場：12：30(予定)

会場

「J:COM Wonder Studio」 （東京ソラマチ® イーストヤード 5 階）

出演者

岩本勉、稲村亜美

入場料

無料

主催

株式会社ジュピターテレコム

協力

株式会社 GAORA

WEB サイト

https://www2.myjcom.jp/wonderstudio/

※イベント内容は予告なく変更となる可能性があります

ジュピターテレコムについて

www.jcom.co.jp/

株式会社ジュピターテレコム（本社：東京都千代田区）は、1995 年に設立された国内最大手のケーブルテレビ事業・番組供給事業統括運営会
社です。ケーブルテレビ事業は、札幌、仙台、関東、関西、九州・山口エリアの 25 社 73 局を通じて約 547 万世帯のお客さまにケーブルテレビ、
高速インターネット接続、電話、モバイル、電力等のサービスを提供しています。ホームパス世帯（敷設工事が済み、いつでも加入いただける世
帯）は約 2,157 万世帯です。番組供給事業においては、17 の専門チャンネルに出資及び運営を行い、ケーブルテレビ、衛星放送、IP マルチキ
ャスト放送等への番組供給を中心としたコンテンツ事業を統括しています。
※上記世帯数は 2018 年 12 月末現在の数字です。

