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このニュースレターは世界最大級のエンターテインメント「WWE」から毎月の日本での放送を元に、ドラマさながらのストーリー展開をダイジェストにしてお送りしております。

日本語版配信も決定!! 「レッスルマニア32」を見逃すな!
WWE年間最大のメガイベント「レッスルマニア32」が現地時間4月3日(日)にテキサス州
アーリントンのAT&Tスタジアムで開催される。世界中から10万人以上の観衆を集めること
が予想され、メイン戦ではロマン・レインズがWWE世界ヘビー級王者トリプルHに挑み、アン
ブローズは因縁の相手、猛獣レスナーと激突、そして衝撃復帰を果たしたシェイン・マクマ
ホンはアンダーテイカーとのヘル・イン・ア・セル戦に臨みます。WWEネットワークではイベ
ントの模様を4月4日（月）午前8:00より完全生中継。さらに日本語実況版の配信も決定。
詳細はレッスルマニア32特設サイトまで。（http://wwe.co.jp/wm32 ）WWE年間最大の祭典
「レッスルマニア32」をお見逃しなく！

トリプルH、アンブローズの挑戦を受諾!
前回のPPV「ファストレーン」にて王座挑戦者決定戦で敗れたアンブローズだ
が、この男の狂犬ぶりは収まらない。RAW#1188でリングに上がった王者トリプ
ルHに対して「レッスルマニアまで王座戦を行わないという決まりはないはずだ」
と王座戦を要求。同日デル・リオとの対戦後、再びトリプルHと対峙するとアンブ
ローズはいきなり殴りかかった。トリプルHは

あの男がまさかのカムバック！マクマホ

ぺディグリーで沈めるも、怒りに任せアンブロ

ン家の長男シェインが7年ぶりにRAWに登

ーズの挑戦を承諾。「ロードブロック」での対

場。ビンス会長、ステファニーの前でWWE

戦が決定する。はたしてレッスルマニアを目

の業績低迷はトリプルHとステファニーの

前に、王座戦線に波乱はあるのだろうか？

せいだと責め、そしてRAWの支配権を要
求した。これにビンス会長は「それならば
試合に出場してもらおう」とレッスルマニア

今年もWWE日本公演開催が決定!!

でアンダーテイカーとのセル戦での勝利

今年もWWE日本公演「WWE Live Japan」の開催が決定いたしました。

を条件とした。シェインの復権を賭け、な

「WWE Live Japan」は7月1日（金）、2日（土）に東京・両国国技館で開催。

んとアンダーテイカーと対戦する事が決

チケットの一般発売は4月16日（土）からとなります。第一弾となる来日メ

定した。その後も親子の対立は激化する。

ンバーも発表となり、ロマン・レインズ、クリス・ジェリコなどが予定されて

ビンス会長はシェインとの写真を踏みつ

います。詳細は日本公演特設サイト（http://www.wwe.co.jp/wwelive）を

け、「全財産はステファニーに与える」と親

ご覧ください。

子関係断絶を告げた。遺恨を深めるマク

◆出場予定スーパースター

マホン家の権力争いの行方は？そして怪

ロマン・レインズ／クリス・ジェリコ

人アンダーテイカーを相手にシェインは大

シェイマス／ルセフ／ニュー・デイ／ペイジ

番狂わせを起こすことはできるのでしょう

※来日タレントは変更となる場合がございます。

か？この闘いから目が離せません。

ＷＷＥ観るなら、Ｊ ＳＰＯＲＴＳで！
「ロウ」
英語版初回放送 ： 木曜午前10：00～ J SPORTS 4
字幕版初回放送 ： 木曜午後10：30～ J SPORTS 3
「アフターバーン」 ※スマックダウン ハイライト
英語版初回放送 ： 土曜午前10：00～ J SPORTS 4
字幕版初回放送 ： 月曜午後06：00～ J SPORTS 3
※ 英語版・字幕版ともリピート放送あり。放送時間は変更になる場合があります
※ サマータイム開始後は放送時間が一時間早くなります

WWEレギュラー番組視聴に関する詳細・お問い合わせ：
J SPORTSオフィシャルWEBサイト（http://www.jsports.co.jp/）
J SPORTSカスタマーセンター（TEL:03-5500-3488 受付時間10：00～18：00）
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ハイライト番組「This Week」、は以下各局で！
サムライTV 毎週水曜 午後11時00分～
tvk
毎週土曜 深夜1時30分～
TOKYO MX 毎週土曜 深夜2時00分～
（TOKYO MX2にて放送）
群馬テレビ 毎週日曜 午後11時30分～
チバテレビ 毎週日曜 深夜1時30分～

テレ玉
三重テレビ
とちぎテレビ
サンテレビ
長野放送
テレビ熊本

毎週日曜 深夜2時30分～
毎週水曜 深夜2時20分～
毎週木曜 深夜0時00分～
毎週金曜 深夜2時10分～
毎週金曜 深夜2時35分～
毎週金曜 深夜2時50分～

※ 視聴方法、詳しい放送時間に関しては各局ホーム
ページよりご確認ください
※ 「FIGHTING TV サムライ」はスカパー！、J:COMほ
か全国のケーブルテレビ、ひかりTVでもご視聴いただけ
ます。詳しくはこちらへ（http://www.samurai-tv.com/）
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このページではWWEネットワークからのトピックスをご紹介します。

中邑真輔デビュー戦、アスカ王座戦
「NXTテイクオーバー：ダラス」はWWEネットワークのみ
レッスルマニアウィークに開催される「NXTテイクオーバー：ダラス」は見逃せない。日本の頂点を
極めた中邑真輔が世界へ羽ばたく、その第一歩である注目のデビュー戦が行われる。元NXT王者
のサミ・ゼインを相手にどのようなデビュー戦を飾るのか期待が膨らみます。また、人気・実力を兼
ね備え、勢いに乗る日本人NXTディーバ・アスカは、ついにベイリーが持つNXT女子王座に挑みま
す。昨年秋のデビュー以降、快進撃を続けるアスカですが、はたしてベルトを掲げるアスカの勇姿を
見ることはできるでしょうか？他にもNXT王座戦、王者フィン・ベイラーとサモア・ジョーの対戦では過
激な闘いが見られるのは間違いないでしょう。
注目の「NXTテイクオーバー：ダラス」は日本時間の4月2日（土）午前11：00よりWWEネットワークで
日本を始め、全世界で生中継されます。WWEの次世代を担うNXT スーパースター・ディーバたちの
熱い戦いにご注目ください！

ついにアスカがNXT女子王座戦に挑む
昨秋にNXTデビューを果たし、存在感を放つアスカはNXT♯325にてつい
にNXT女子王座挑戦権を手中に収めた。この日、女子王者ベイリーとタッ
グを組んで、エヴァ・マリー＆ナイア・ジャックスと対戦。激しい攻防が展開
した後、ベイリーがエヴァを捕らえピンフォール勝ちを収めた。試合後、
リーガルGMはアスカの実力を認め、特番「テイクオーバー：ダラス」にてベ
フィン・ベイラーが持つNXT王座の挑戦

イリーの王座に挑戦させることを表明。
人気と実力を兼ね備えた最強の挑戦者ア

者決定戦として過去二戦に渡り勝者が決

スカ。その攻撃的なスタイルで王座を勝ち

まらなかったサモア・ジョーとサミ・ゼイン。

取ることができるのか？それとも返り討ち

三度目として2アウト・オブ・3フォール形式

に遭うのか？注目のNXT女子王座戦は

のNXT王座挑戦者決定戦が行われた。

WWE ネットワークでご覧ください！

試合が始まると両者は一進一退の攻防を
展開したが、ジョーがマッスルバスターで

スタン・ハンセンWWE殿堂入り

ゼインを沈め1本目を先取。２本目はゼイ

WWE はスタン・ハンセン氏をWWE の名誉殿堂「ホール・オブ・フェーム」に迎

ンがコージクラッチでジョーからタップ勝ち

え入れることを決定いたしました。「不沈艦」「ブレーキの壊れたダンプカー」な

し１勝１負に持ち込んだ。３本目はジョー

どの異名を持つスタン・ハンセン氏は1973年にデビューし、1976年にWWWFに

がゼインを捕まえてコキーナクラッチを決

登場。ブルーノ・サンマルチノとの遺恨劇や

めてゼインが失神。サモア・ジョーが王者

ボブ・バックランドのWWFヘビー級王座に

フィン・ベイラーに挑戦することが決定し

挑戦し、リングを賑わせました。

た。ついに挑戦権を手中にしたサモア・

セレモニーの模様は日本時間4月3日（日）

ジョーの勢いをフィン・ベイラーは止めら

午前9:00からWWEネットワークにて放送です。
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ス」行われる王座戦は激戦必至です。

「ロードブロック」絶賛公開中!!

次回ＰＰＶ「レッスルマニア32」

WWE世界王座挑戦者は誰の手に！

「レッスルマニア32」は日本語実況版を配信！

アンブローズの執拗な要求により、王者ト
リプルHとの王座戦が決定。アンブローズ
が勝てば、レッスルマニア・メイン戦のカー
ドが変更される可能性が高まる。はたして
王座戦線に波乱はあるのか？

「レッスルマニア32」 「ホール・オブ・フェーム」
「NXTテイクオーバー：ダラス」はWWEネットワー
クで放送。
「NXTテイクオーバー：ダラス」：4月2日（土）午前11:00～
「ホール・オブ・フェーム」：4月3日（日）午前9:00～
「レッスルマニア32」：4月4日（月）午前8:00～

「WWE」の最新情報は、日本語公式WEBサイト／WWEモバイル／ツイッター／Facebook／WWEネットワーク／WWE Live Japan特設サイトで！
メニューリスト > スポーツ > 格闘技
カテゴリーで探す > スポーツ > 格闘技
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