News Release
2015 年 1 月 29 日
スカパーJSAT 株式会社

WAKUWAKU JAPAN 開局 1 周年

AKB48 and JKT48 CONCERT TOGETHER
～Holding hands together with the first sister～
Presented by WAKUWAKU JAPAN 1st Anniversary

2 月 20 日（金）インドネシアで開催
スカパーJSAT 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長 高田真治、以下スカパーJSAT）が運営す
るインドネシアで放送中の海外向け日本コンテンツ専門チャンネル「WAKUWAKU JAPAN」は、2015 年 2 月 20
日（金）に、インドネシアで開催される「AKB48 and JKT48 CONCERT TOGETHER ～Holding hands together with the
first sister～ Presented by WAKUWAKU JAPAN 1st Anniversary」
（以下、本コンサート）に「WAKUWAKU JAPAN
開局 1 周年記念」として協賛し、コンサートの開催及び WAKUWAKU JAPAN での放送が決定しました。
WAKUWAKU JAPAN は、2015 年 2 月 22 日（日）に開局 1 周年を迎えます。その記念に、日本とインドネシア
を代表するアイドルグループ AKB48 と JKT48 が同じステージに立つ本コンサートが実現しました。本コンサートは、2
月 20 日（金）にインドネシア・ジャカルタのコタ・カサブランカで開催され、AKB48 から 16 人、JKT48 から 67 人、
計83 人のメンバーが集結し、
全力のパフォーマンスをお届けします。
AKB48がインドネシアでコンサートを行うのは、
JKT48 のデビュー以来 3 年ぶりとなり、現地の方々が待ち焦がれた夢の共演になります。
プロモーションとして、WAKUWAKU JAPAN は、放送内だけでなく、現地のメディアやイベントとコラボレー
ションをし、本コンサートを盛り上げてまいります。その一環で、インドネシアの多チャンネル放送プラットフォー
ムであるBiGTVと同グループの映画館と連携し、
AKB48 を追ったリアルドキュメンタリー映画
「DOCUMENTARY of AKB48」
の3作品を3日間に渡りプレミアム上映いたします。
これらの映画が現地で上映されるのは今回が初めてになります。
プレミアム上映会では、AKB48 と JKT48 も来場予定で、舞台挨拶やアフタートークショーを行います。
また、WAKUWAKU JAPAN では、本コンサートの模様を 4 月に放送することが決定しました。番組内では、イ
ンドネシアを訪れる AKB48 の密着映像や、AKB48 と JKT48 の再会など、WAKUWAKU JAPAN でしか見られない貴
重な映像もお届けします。
さらに、日本のファンの皆さまにもお楽しみいただけるよう、後日、日本国内での放送も予定しています。
WAKUWAKU JAPAN は開局当初から、JKT48 をチャンネルサポーターとして起用し、日本とインドネシアをつ
なぐ架け橋として、テレビ CM や音楽イベント、オリジナル番組への出演など、様々なプロモーションや取組みをとも
に行ってまいりました。
そして、
チャンネル内では、
AKB48 のメンバーが出演するバラエティ番組
「AKB48 ネ申テレビ」
、
ドラマ「Q10」
、映画「伝染歌」
「ジョーカーゲーム」
「劇場版 私立バカレア高校」などを開局当初から継続して放送し、
現在もレギュラー番組として「週刊 akb」を放送中です。これらの番組は、視聴者の皆さまからも好評を得ており、
いずれもチャンネルの人気番組になっています。
インドネシアでも人気の AKB48 と、インドネシアを代表するアイドルにまで成長した JKT48 が共演する本コンサー
トは現地では既に話題になっており、期待されています。
WAKUWAKU JAPAN は、今後も様々なイベント展開へ積極的に参画しチャンネルの認知向上・視聴機会の拡大
を目指してまいります。そして、AKB48・JKT48 をはじめ、各関連企業・団体とともに、放送を通じて日本の様々なす
ばらしさを海外へ伝え続け、新たな 1 年へ歩みだしてまいります。

News Release
＜WAKUWAKU JAPAN について＞
WAKUWAKU JAPAN は、スカパーJSAT が展開している、選りすぐりの日本コンテンツを 24 時間、現地の言葉
でお届けする現地の方向けのチャンネルです。2014 年 2 月 22 日に開局し、現在、インドネシア、ミャンマーにて放
送しています。
＜AKB48 と JKT48 合同コンサート概要＞
【タイトル】

AKB48 and JKT48 CONCERT TOGETHER
～Holding hands together with the first sister～
Presented by WAKUWAKU JAPAN 1st Anniversary

【特別協賛】

WAKUWAKU JAPAN

【日時】

2015 年 2 月 20 日（金）18：30 開演

【場所】

インドネシア・ジャカルタ コタ・カサブランカ メインホール

【参加メンバー】※出演メンバーは急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。
AKB48 計 16 人
チーム A 松井咲子、森川彩香
チーム K 北原里英、島田 晴香、横山 由依
チーム B 内山 奈月、大島涼花、川本 紗矢、倉持 明日香、竹内 美宥、名取 稚菜、野澤 玲奈、橋本 耀、平田 梨奈
チーム４ 岡田 奈々、峯岸 みなみ

JKT48

計 67 人

メロディー・ヌランダニ・ラクサニ、仲川 遥香、近野 莉菜 ほか

【チケット情報】
JKT48 公式サイト（www.jkt48.com）内に随時発表

【テレビ放送】

WAKUWAKU JAPAN 4 月放送予定

＜AKB48 ドキュメンタリー映画プレミアム上映について＞
【イベントタイトル】

WAKUWAKU JAPAN 1st Anniversary
DOCUMENTARY of AKB48 Premium screening party & Talk show
Presented by BiGTV

【日時】

2015 年 2 月 16 日（月）～2 月 18 日（水）18：30 開演 1 日 1 作品

【場所】

インドネシア・ジャカルタ Cinemaxx Plaza FX Sudirman

【上映タイトル】
①2015 年 2 月 16 日（月）上映
「DOCUMENTARY of AKB48 to be continued 10 年後、少女たちは今の自分に何を思うのだろう？」
（日本：2011 年 1 月 22 日公開）
②2015 年 2 月 17 日（火）上映
「DOCUMENTARY of AKB48 Show must go on 少女たちは傷つきながら、夢を見る」
（日本：2012 年 1 月 27 日公開）
③2015 年 2 月 18 日（水）上映
「DOCUMENTARY OF AKB48 NO FLOWER WITHOUT RAIN 少女たちは涙の後に何を見る？」
（日本：2013 年 2 月 1 日公開）
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