2018 年 10 月 15 日
株式会社 NTT ぷらら
吉本興業株式会社

NMB48
8 周年記念ライブと山本彩卒業コンサートを
で生配信決定！！
株式会社 NTT ぷらら（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：板東浩二、以下 NTT ぷらら）と吉本興業株
式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：大﨑洋）は、両社が運営する映像配信サービス 「大
阪チャンネル」において、2018 年 10 月 17 日（水）に大阪城ホール（大阪市）で行われる NMB48 の 8 周年記念
ライブ「8th Anniversary LIVE」および 2018 年 10 月 27 日（土）に行われる山本彩卒業コンサート「SAYAKA
SONIC ～さやか、ささやか、さよなら、さやか～」を生配信します。山本彩卒業コンサートは、NMB48 史上最大
規模のスペシャルライブとして、約 3 万人を収容できる野外会場、大阪・万博記念公園東の広場（吹田市）で開
催されます。

さらに、大阪チャンネルのオリジナルコンテンツとして、「大阪チャンネル感謝祭」および「山本彩卒業コンサ
ート後、特別生番組」を配信します。「大阪チャンネル感謝祭」では、8周年記念ライブの翌日、18日（木）に行わ
れる握手会会場内において、オリジナルイベントを実施し、その模様を生配信します。「山本彩卒業コンサート
後、特別生番組」では、山本彩卒業コンサート直後のメンバーの様子を生配信でお届けする予定です。
山本彩の卒業、若手メンバーの躍進、6期研究生の加入・・・・・・変革期を迎えようとするNMB48の“いま”を
大阪チャンネルが盛りだくさんにお届けします。
なお、大阪チャンネルは、NTTぷららが運営する「ひかりTV」内でもご覧いただけます。また、山本彩卒業コン
サートの生配信／見逃し配信については、ひかりTVのテレビサービス「ひかりTVチャンネル」および、 株式会
社NTTドコモ（以下 NTTドコモ）が提供する配信サービス「ｄＴＶチャンネル®」内の「ひかりTVチャンネル＋」
（NTTぷらら運営）でもご覧いただけます。

■コンテンツ配信概要※1
【大阪チャンネル】
コンテンツ名
＜独占＞
8th Anniversary LIVE
＜オリジナル＞
大阪チャンネル感謝祭
SAYAKA SONIC
～さやか、ささやか、さよなら、さやか～
＜オリジナル＞
山本彩卒業コンサート後
特別生番組

生配信日時
（予定）
2018 年
10 月 17 日（水）
18：30～22：00
2018 年
10 月 18 日（木）
16：00～19：00
2018 年
10 月 27 日（土）
16：00～19：30
2018 年
10 月 27 日（土）
19：30～21：00

再配信／
期間限定アーカイブ配信日時（予定）
＜アーカイブ配信＞
2018 年 10 月 26 日（金）18：00～
2019 年 10 月 25 日（金）17：59
＜アーカイブ配信＞
2018 年 10 月 26 日（金）18：00～
2019 年 10 月 25 日（金）17：59
＜再配信＞
2018 年 11 月 25 日（日）19：00～
＜アーカイブ配信＞ 2019 年春
＜アーカイブ配信＞ 2019 年春

【ひかりＴＶ （チャンネル名：ひかりＴＶチャンネル（Ｃｈ102））】
コンテンツ名
SAYAKA SONIC
～さやか、ささやか、さよなら、さやか～

生配信日時
（予定）
2018 年
10 月 27 日（土）
16：00～19：30

再配信日時（予定）
2018 年 11 月 25 日（日）19：00～

【ｄＴＶチャンネル （チャンネル名：ひかりＴＶチャンネル＋）】
生配信日時
（予定）

コンテンツ名

SAYAKA SONIC
～さやか、ささやか、さよなら、さやか～

2018 年
10 月 27 日（土）
16：00～19：30

見逃し配信／再配信日時（予定）
＜見逃し配信＞
2018 年 10 月 27 日（土）19：30～
2018 年 11 月 9 日（金）23：59
＜再配信）＞
2018 年 11 月 25 日（日）19：00～

なお、上記番組は、NTT ドコモが提供する「ひかりＴＶ for docomo」でもご視聴いただけます。

※1 山本彩卒業コンサート「SAYAKA SONIC ～さやか、ささやか、さよなら、さやか～」と「山本彩卒業コンサート後、特別生番組」は、コンサー
ト当日の天候により配信日時が変更になる場合があります。

■提供概要
【大阪チャンネル】
サービス形態
利用端末

モバイル向けアプリサービス
iOS8.0 以降の iPhone、iPad および iPod touch
Android4.4 以降のスマートフォンおよびタブレット

推奨環境

3G や LTE、Wi-Fi 等のインターネット接続環境

利用料金

月額 480 円（税込）

決済方法

App Store iTunes 決済サービス／Google Wallet 決済サービス

【ひかりＴＶ】
大阪チャンネルは NTT ぷららが運営する「ひかりＴＶ」サービス内でもプレミアムビデオ※2 として提供し
す。「ひかりＴＶ」にご加入のお客さま※2 は、テレビ、モバイル、パソコンでもお楽しみいただけます。

ま

「山本彩卒業コンサート」の生配信は、プレミアムビデオ「大阪チャンネル」※3 に未加入でも、お値うちプラン、
テレビおすすめプラン、ビデオざんまいプラン、基本放送プラン、エントリープラン、バリュープランにご加入の
方なら、プラン料金内でご覧いただけます。
サービス形態

ひかりＴＶ プレミアムビデオ

利用端末

テレビ、スマートフォン・タブレット（「ひかりＴＶどこでも」アプリ）、PC

通信環境

3G や LTE、Wi-Fi 等のインターネット接続環境

利用料金

月額 432 円（税込）

決済方法

ひかりＴＶの決済方法と同様となります。

※2 プレミアムビデオとは月額パックとして提供するビデオサービスで、シリーズ作品やこだわりのセレクション作品をお届けしています。
※3 「ひかりＴＶ」のテレビ向けプラン（お値うちプラン/テレビおすすめプラン/ビデオざんまいプラン/基本放送プラン/お手がるプラン
［対応チューナー所用の方］）にご加入されているお客さまが対象となります。

【ｄＴＶチャンネル】
「ｄＴＶチャンネル」にご契約のお客さまは、「山本彩卒業コンサート」を月額基本料金内でご視聴
いただけます。サービスについて、詳しくは「ｄＴＶチャンネル」のホームページをご覧ください。

□大阪チャンネルについて
大阪チャンネルは MBS、朝日放送、テレビ大阪、関西テレビ放送、読売テレビ、びわ湖放送、KBS 京都、サン
テレビジョン、奈良テレビ放送、テレビ和歌山の在阪民放局 10 局にご協力いただき、各放送局のアーカイブ番
組や見逃し配信、劇場ライブなど大阪・関西のエンターテインメント番組を編成し、関西カルチャーを次々に発
信しています。
□ひかりＴＶ(ティービー)について
「ひかりＴＶ」は、ネットを通じてご自宅のテレビやパソコン、スマートフォン・タブレット端末などさまざまな機器*1
で、人気の映画やドラマ、アニメなどのビデオ作品や専門チャンネル、さらにはクラウドゲームや音楽配信サー
ビスなどをお楽しみいただける総合ライフエンターテインメントサービスです。
*1 一部利用できないサービスがあります。
□ｄＴＶチャンネルについて
NTT ドコモが 2018 年 1 月 30 日より提供を開始した新映像配信サービスです。「ひかりＴＶチャンネル＋」を含
め、映画、ドラマ、アニメ、音楽、ダンス、ドキュメンタリーなど 31 のプレミアムな専門チャンネルを見放題で楽し
めます。本サービスは株式会社アイキャストが番組調達を担当し、NTT ドコモと NTT ぷららが共同で企画・運
営しています。

※「ｄＴＶチャンネル」は、NTT ドコモの登録商標です。

