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GAORA はサッカーコンテンツも大充実！ 

ドイツ＆オランダ代表戦やドイツカップの放送決定！ 
 

株式会社 GAORA（本社：大阪市北区、代表取締役社長：上田 修）は、サッカードイツ代表およびオランダ代

表の国際親善試合と2014年のワールドカップ予選、さらにドイツ国内のカップ戦ドイツカップを2012年、2013年

シーズンも放送することを決定しました。 

 

6 月に開催されるユーロ 2012 や、2014 年のサッカーワールドカップでも優勝候補に挙げられているドイツ代

表とオランダ代表の国際親善試合やワールドカップ予選の模様を生中継中心にオンエア！2010 年に開催され

た前回のワールドカップで優勝を逃した両国代表にとって、悲願達成のファーストステップとなる地区予選、長く

ハードな日程の中、国の誇りをかけた熱い戦いは必見です！ 

また、ボルシア・ドルトムントの優勝で幕を閉じた「サッカー ドイツカップ 11/12」。GAORA では 1 回戦から注

目カードを放送、準々決勝以降は全試合をお届けする予定です。11/12 シーズンに、リーグ戦とカップ戦の 2 冠

を達成したドルトムントは、今シーズンも好調を維持しドイツカップを連覇できるか注目です。 

 

世界トップクラスの熱い戦いをぜひ GAORA でご覧ください！ 

 

 

■■■■番組名番組名番組名番組名                    サッカーサッカーサッカーサッカー国際親善試合国際親善試合国際親善試合国際親善試合    

                                                            （（（（仮仮仮仮））））2014 FIFA 2014 FIFA 2014 FIFA 2014 FIFA ワールドカップワールドカップワールドカップワールドカップ    欧州予選欧州予選欧州予選欧州予選    

                                                                                    （（（（9999月放送月放送月放送月放送スタートスタートスタートスタート、、、、番組名未定番組名未定番組名未定番組名未定））））                    

                                                            サッカーサッカーサッカーサッカー    ドイツカップドイツカップドイツカップドイツカップ    

                                                                                    （（（（8888月放送月放送月放送月放送スタートスタートスタートスタート））））    

    

■ 6666 月月月月までのまでのまでのまでの放送予定放送予定放送予定放送予定    

    

＜＜＜＜サッカーサッカーサッカーサッカー国際親善試合国際親善試合国際親善試合国際親善試合＞＞＞＞    

サブタイトルサブタイトルサブタイトルサブタイトル    放送日放送日放送日放送日    放送時間放送時間放送時間放送時間    

バイエルン・ミュンヘン vs オランダ 5 月 22 日 (火) 深夜3:25～翌朝 6:00【生中継】 

オランダ vs ブルガリア 5 月 26 日 (土) 深夜2:55～翌朝 5:00【生中継】 

オランダ vs スロバキア 5 月 30 日 (水) 深夜3:25～翌朝 5:30【生中継】 

ドイツ vs イスラエル 5 月 31 日 (木) 深夜3:25～翌朝 6:00【生中継】 

オランダ vs 北アイルランド 6 月 2 日 (土) 深夜2:55～翌朝 5:00【生中継】 

※再放送の予定もあります。 

 

 

 

※GAORAはスカパー！やJ:COMなどの全国ケーブルテレビ局（一部の局を除く）、ひかりTVなどでご覧になれます。 
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＜＜＜＜放送予定放送予定放送予定放送予定カードカードカードカード＞＞＞＞    

※ 放送カードは現段階(2012.5.18 現在)の予定です。変更になる場合があります。 

※ 放送日時や放送形態などは、放送の約2 ヶ月前に決定・発表します。 

    

■■■■サッカーサッカーサッカーサッカー国際親善試合国際親善試合国際親善試合国際親善試合    

開催日  対戦 開催地 

2012 年5 月22 日(火） バイエルン・ミュンヘン vs オランダ ミュンヘン 

2012 年5 月26 日(土） オランダ vs ブルガリア アムステルダム 

2012 年5 月30 日(水） オランダ vs スロバキア ロッテルダム 

2012 年5 月31 日(木） ドイツ vs イスラエル ライプチヒ 

2012 年6 月2 日(土） オランダ vs 北アイルランド アムステルダム 

2012 年8 月15 日(水） ベルギー vs オランダ ブリュッセル 

2012 年8 月15 日(水） ドイツ vs アルゼンチン フランクフルト 

2012 年11 月14 日(水） オランダ vs ドイツ アムステルダム 

2013 年2 月6 日(水） オランダ vs イタリア   

    

    

■■■■2014 FIFA 2014 FIFA 2014 FIFA 2014 FIFA ワールドカップワールドカップワールドカップワールドカップ    欧州予選欧州予選欧州予選欧州予選 （番組名未定）    

開催日  対戦 開催地 

2012 年9 月7 日(金） オランダ vs トルコ   

2012 年9 月7 日(金） ドイツ vs フェロー諸島 ハノーファー 

2012 年9 月11 日(火） オーストリア vs ドイツ   

2012 年10 月12 日(金） オランダ vs アンドラ   

2012 年10 月12 日(金） アイルランド vs ドイツ   

2012 年10 月16 日(火） ドイツ vs スウェーデン ベルリン 

2013 年3 月22 日(金） オランダ vs エストニア   

2013 年3 月22 日(金） カザフスタン vs ドイツ   

2013 年3 月26 日(火） オランダ vs ルーマニア   

2013 年3 月26 日(火） ドイツ vs カザフスタン ニュルンベルク 

2013 年9 月6 日(金） ドイツ vs オーストリア ミュンヘン 

2013 年9 月10 日(月） フェロー諸島 vs ドイツ   

2013 年10 月11 日(金） オランダ vs ハンガリー   

2013 年10 月11 日(金） ドイツ vs アイルランド ケルン 

2013 年10 月15 日(火） スウェーデン vs ドイツ   

    

    

■■■■サッカーサッカーサッカーサッカー    ドイツカップドイツカップドイツカップドイツカップ 12/13 12/13 12/13 12/13    、、、、13/1413/1413/1413/14    (8(8(8(8 月放送月放送月放送月放送スタートスタートスタートスタート))))    

1 回戦から注目カードを放送。準々決勝以降は、全試合放送予定。 

 

 

※GAORAはスカパー！やJ:COMなどの全国ケーブルテレビ局（一部の局を除く）、ひかりTVなどでご覧になれます。 

 

※放送カードは現段階の予定です。変更になる場合があります。 


