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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。

“驚異の男”AJスタイルズが王座を狙う!!
現地時間5月1日に開催されるPPV「ペイバック」では王者ロマン・レインズと挑戦者AJス
タイルズのWWE世界王座戦が決定。「レッスルマニア32」のメイン戦にて王者トリプルHを破
り、WWE世界ヘビー級王座となったロマン・レインズ。一方、 AJスタイルズは今年１月のデ
ビュー後、異例の早さでレッスルマニアに出場し、４月４日のRAWでは王座挑戦権を懸け
たフェイタル4ウェイ戦でジェリコ、オーエンズ、セザーロを下し、挑戦権を獲得。瞬く間に頂
点に上り詰めようとしている。勢いに乗るAJスタイルズを相手に王者ロマン・レインズは王
座を守りきることができるでしょうか？
WWEネットワークでは5月2日（月）午前９時より「ペイバック」を完全生中継。さらに日本語
実況版の配信も決定しています。 お見逃しなく！

WWE史上最多10万1763人が熱狂!!
WWE年間最大のイベント「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、WWE史上最多１０万１７６３人
の大観衆を熱狂させました。 これは1987年に開催されたレッスルマニア3の最
多動員9万3173人を上回る記録です。また興行収入は昨年開催されたレッスル
祭典 「レッスルマニア32」でジ・アンダー

マニア31で達成した1260万ドルを上回る
1730万ドルとなり、これも史上最高を記録

テイカーと死闘を繰り広げ、６ｍ金網エル

しました。来年の「レッスルマニア33」が

ボーダイブでマクマホン家のプライドと覚

2017年4月2日フロリダ州オーランドのシト

悟を見せたシェイン・マクマホン。そのシェ

ラス・ボウルで開催することも決定しており、

インが会長ビンス・マクマホンが仕切る

今から期待が高まります！

RAWのオープニングに突然現れた。会場
からの大声援を受けたシェインは、ビンス

日本公演に中邑、AJスタイルズ、アスカ参戦!!

会長に自身の負けを素直に認め、握手を
交わすと、会場のファンに向けて感謝を

今年の「WWE Live Japan」は熱い！7月1日（金）・2日（土）に東京・両国国
技館にて開催する日本公演に中邑真輔、AJスタイルズ、アスカの出場が
決定した。中邑真輔は鮮烈のWWE・NXTデビューを果たし、アスカは無敗
のまま最短記録で日本人初のNXT女子王座を獲得、AJスタイルズはデ
ビュー後に異例の早さでWWE世界王座に
挑戦するなど目覚ましい活躍をしています。
この３人のスーパースター、ディーバの凱
旋公演となる「WWE Live Japan」にどうぞ
ご期待ください。

述べ、「さようなら」と別れを告げた。しか

※来日タレントは変更となる場合がございます。

うな展開を迎えるのでしょうか？ステファ

し、シェインが立ち去ろうとしたその時、ビ
ンス自らシェインを呼び止め、葛藤しなが
らも息子の腕を試すかのようにRAWの指
揮を託した。シェインは戸惑うも、観客は
「イエス」の歓声で応えた。
シェインのRAW運営が決まり、果たして
今後のマクマホン家の権力争いはどのよ
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ニーの動向に注目が集まります。

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

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）

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1時00分～
（TOKYO MX2にて放送）
群馬テレビ 毎週日曜 午後9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

毎週月曜 深夜0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30分～
毎週金曜 深夜3時05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。

日本人旋風が巻き起こるNXT!!
中邑真輔・アスカの試合はWWEネットワークのみ
WWE・NXTで日本人が旋風を起こしている。レッスルマニアウィークに開催された「NXTテイクオー
バー：ダラス」では中邑真輔が元NXT王者のサミ・ゼインを相手に鮮烈なデビューを果たし、NXTの
TVショーでも勝利を重ね、その勢いは留まることを知らない。また、昨年秋のデビュー以降、快進撃
を続ける日本人NXTディーバ・アスカはNXT女子王座を初戴冠。観客の度肝を抜き、改めてその実
力を証明した。期待に違わぬ激闘で観衆を熱狂の渦に巻き込む日本人スーパースターとディーバ。
彼らの活躍に日本のみならず、世界中が注目しています！
WWEネットワークではNXTで活躍する中邑真輔、アスカの試合が唯一視聴可能なほか、 「レッスル
マニア」や「ロイヤルランブル」等の年間12本のPPVがライブ、または自分の好きな時間にVODで視
聴可能です。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！

初戴冠のアスカがNXTで躍動
「NXTテイクオーバー：ダラス」でベイリーを下し、NXT女子王座を初戴冠し
たアスカ。昨秋にNXTデビューを果たし、無敗、最短記録での王座獲得。日
本人女性としてのWWE王座奪取はブル中野氏以来、２２年ぶりの快挙。
勢いに乗るアスカはNXT#332でエヴァ・マリーと対戦。途中ナイア・ジャック
スが現れてエヴァを手助けするも、最後はスピンキックを繰り出し、そのまま
押さえ込んで勝利を収めた。試合後、

「NXTテイクオーバー：ダラス」で鮮烈な

アスカとナイアが睨みつけるも互いに

デビューを果たした中邑真輔が、「ナカム

動じず、そのままリングを後にした。

ラ」コールで出迎えられてNXTのTVショー

まだまだ波乱を呼びそうなNXT女子王

に登場。NXT#330では“10点満点男”こと

座戦線。是非WWE ネットワークでご覧

タイ・デリンジャー、NXT#332では“流れ

ください。

者”ことイライアス・サムソンと対戦。２戦と
も必殺のキンシャサ（ボマイｪ）を叩き込ん

波乱!! フィン・ベイラーが王座陥落!!

で激闘を制した。試合後は「イヤァオ」も
飛び出し、観客を沸かせた。

マサチューセッツ州ローウェルで行われたNXTライブ大会で王者フィン・ベイ
ラーがサモア・ジョーに敗れ、王座から脱落した。2015年7月4日の戴冠から292
日間の王座保持に終止符が打たれ、これはネヴィルの記録を更新して最長保
持記録となっている。フィン・ベイラーを相手
にライブ大会で王座を獲得するという番狂
わせを起こした新王者サモア・ジョー。新た
に動き出した波乱のNXT王座戦線はどう展
開するのでしょうか？目が離せません。

「レッスルマニア32」絶賛公開中!!

デビューから３連勝と勢いに乗る“キン
グ・オブ・ストロングスタイル”中邑真輔。
早くも会場からは大きな声援も巻き起こり、
WWEユニバース（ファン）の期待と人気を
獲得している。果たして日本人スーパー
スター中邑真輔は今後NXTでどのような
活躍をするのでしょうか？期待が膨らみ
ます。
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次回ＰＰＶ「ペイバック」

中邑デビュー戦、アスカ王座戦に注目せよ!

AJスタイルズが早くも王座に挑む

今年のレッスルマニアウィークは見所が盛りだくさ
ん。 「NXTテイクオーバー：ダラス」では中邑真輔
のデビュー戦、アスカの初王座戴冠。 「レッスルマ
ニア32」 ではWWE王座戦、ロック、シナの競演、
シェインの６ｍ金網エルボーダイブなど注目です。

王座挑戦権を懸けたフェイタル4ウェイ戦で
ジェリコ、オーエンズ、セザーロを下し、挑戦
権を獲得したAJスタイルズが王者ロマン・レイ
ンズに挑む。はたして王座戦線に波乱はある
のか？是非、WWEネットワークをご覧下さい。

「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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