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報道各位                                     NO : 08-00047B 

             2008 年 12 月 18 日 

ヒュ－マンビジネスサービス株式会社 

 
３Ｄ仮想空間 meet-me×プロバスケットボールライブ配信「bjtv」 

コラボレーション実現！ 
 

ヒューマンホールディングス株式会社の事業子会社で、インターネット関連事業などを営むヒューマンビジネスサー

ビス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：黒﨑 耕輔、以下、ヒュ－マンビジネスサービス）が運営するバスケ

ットボール情報総合サイト「バスケットボールジャパンＴＶ（以下 bjtv）」は、株式会社日本プロバスケットボールリーグ

（本社：東京都港区、代表取締役：中野 秀光、以下ｂｊリーグ）、ならびに株式会社ココア（本社：東京都渋谷区、代表

取締役：森山 雅勝、以下、ココア）と共同で、12 月 20 日（土）よりココアが運営する３Ｄ仮想空間「meet-me」において、

ｂｊリーグのパブリックビューイングを開始します。 

 

現在、bjtv においてはｂｊリーグのライブ中継を、レギュラーシーズンの全 312 試合はもちろん、オールスターゲーム

やプレイオフも、１Mbps 配信という高画質で有料にて完全配信しています。 

今回、毎週土曜日に開催される試合の中から、いずれか 1 試合のパブリックビューイングを、３Ｄ仮想空間 meet-me

の六本木イベントホールにおいて、参加費無料にて実施します。３Ｄ仮想空間において、プロスポーツのインターネッ

トライブ配信を実施する画期的な試みとなります。 

また、2009 年 1 月からはコラボ企画を記念して meet-me 内六本木イベントホールにて全 12 チームのオリジナルＴ

シャツアイテムのココア（meet-me 内通貨）による販売も開始する予定です。 

 

■バスケットボールジャパン TV「bjtv」では･･･ 

bjtv では上記のライブ中継を配信しているほか、週に一回、週末に行われたゲームの中から目玉となるゲームを選

び、ゲームのハイライトシーンを中心に編集したダイジェスト映像の無料配信などのサービスを提供しています。 

bjtv 撮り下ろしのインタビュー映像や各チームのイベントレポート、ニュース映像など、ゲーム以外の映像も随時更

新。試合日程、ニュース、チーム独自の特集コンテンツや動画レポート、リンク集など、チームの最新情報のすべてを

凝縮したチーム情報ページはブースター必見です。 

また現在、bjtv では Merry Christmas & Happy New Year キャンペーンを実施中です。各チームや、リーグスポンサ

ーである OZAKI（尾崎商事株式会社）、DESCENTE（株式会社デサント）、MIZUNO（ミズノ株式会社）、ZAMST（日本

シグマックス株式会社）、DADA（株式会社シーフロント）、AND1（世界長株式会社）からの素敵なプレゼントが抽選で

あたるほか、プレゼントページでは各選手からのクリスマス＆ハッピーニューイヤーメッセージもご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本ニュースリリースに関するお問い合わせ ・・・ヒューマングループ広報担当：田口・古川 

 ＴＥＬ：（０３）６６９２－３２７９  ＦＡＸ：（０３）６６９２－３４４６    Ｅ－ｍａｉｌ： kouhou@athuman.com 

ヒューマングループ広報担当  http://www. athuman.com 
Tel．03-6692-3279 fax．03-6692-3446 
〒160-0023  東京都新宿区西新宿 7-8-10 

オークラヤビル 2F 
 

meet-me（ミートミー）  http://www.meet-me.jp/ 
 

３Ｄバーチャルワールド「meet-me」は、株式会社ココア（本社：東京都渋谷区、 

代表取締役：森山 雅勝）が運営しています。 

ココアはバーチャルコミュニティ事業を展開することを目的として 2007 年 3 月 

に設立され、「meet-me」は 2008 年 4 月に正式サービスが開始されました。 

「meet-me」は、①カーナビと同等のデジタル地図情報から東京を再現、②現実 

社会に限りなく近いコモンセンスの維持、③初心者でも心地よく過ごせる仕掛けを配備という特徴を持ち、日本で最も人気の 

あるバーチャルワールドの１つとして、多くのユーザーに親しまれています。 
 

 

http://www.meet-me.jp/


「meet-me × bjtv パブリックビューイング」対戦カード（予定） 
 

  月 日 ホーム   アウェイ 会 場 開始時間 

1 12 20 新潟アルビレックス BB vs. 東京アパッチ 新潟・朱鷺メッセ 19:00 

2   27 大分ヒートデビルズ vs. 滋賀レイクスターズ 別府・ビーコンプラザ 19:00 

3 1 3 ライジング福岡 vs. 大阪エヴェッサ アクシオン福岡 18:00 

4   10 浜松・東三河フェニックス vs. 埼玉ブロンコス 浜松アリーナ 18:30 

5   17 琉球ゴールデンキングス vs. 滋賀レイクスターズ 宜野湾市立体育館 19:00 

6   25 WEST オールスター vs. EAST オールスター 別府・ビーコンプラザ 12:30 

7   31 仙台 89ERS vs. 富山グラウジーズ 仙台市体育館 18:00 

8 2 7 大分ヒートデビルズ vs. 高松ファイブアローズ 別府・ビーコンプラザ 19:00 

9   14 東京アパッチ vs. 富山グラウジーズ 東京・有明コロシアム 18:00 

10   21 東京アパッチ vs. 仙台 89ERS 東京・有明コロシアム 18:00 

11   28 浜松・東三河フェニックス vs. 富山グラウジーズ 浜松アリーナ 18:30 

12 3 7 新潟アルビレックス BB vs. ライジング福岡 新潟・朱鷺メッセ 19:00 

13   14 ライジング福岡 vs. 埼玉ブロンコス 九州共立大学 19:00 

14   21 浜松・東三河フェニックス vs. 琉球ゴールデンキングス 豊川市総合体育館 18:30 

15   28 東京アパッチ vs. 浜松・東三河フェニックス 東京・有明コロシアム 18:00 

16 4 4 大阪エヴェッサ vs. 滋賀レイクスターズ 舞洲アリーナ 17:00 

17   11 琉球ゴールデンキングス vs. 高松ファイブアローズ 沖縄コンベンションセンター 16:00 

18   18 大阪エヴェッサ vs. 高松ファイブアローズ 大阪府立体育館 18:00 

19   25 仙台 89ERS vs. 新潟アルビレックス BB 仙台市体育館 18:00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
六本木イベントホール 外観            六本木イベントホール 会場内 

 

【 バスケットボールジャパン TV“bjtv” 】 http://www.basketballjapantv.com 
ヒューマンホールディングス株式会社の事業子会社で、インターネット及び広告関

連事業などを営むヒューマンビジネスサービス株式会社（本社：東京都新宿区、代表

取締役：黒﨑 耕輔）が運営するバスケットボール情報総合サイトです。プレイオフも含

めたｂｊリーグの全試合をブロードバンド配信し、ブースターの皆様に試合の興奮と選

手の熱いプレイをインターネット経由でお届けします。オールスター戦の後も日本のバ

スケットボールを盛り上げるべく、さまざまな情報やサービスを提供していきます。 

 

【 プロバスケットボールリーグ「ｂｊリーグ」 】 
2005 年 11 月に開幕したプロバスケットボールリーグのｂｊリーグは、スポーツを愛する人々に「夢」と「感動」を与えるエンターテ

インメントとしての新しいスポーツ文化の創造を目指しています。 

今シーズンより滋賀県初のプロスポーツチーム「滋賀レイクスターズ」とＪＢＬの強豪・ＯＳＧフェニックスが「浜松・東三河フェニ

ックス」に生まれ変わって参戦し、チーム数は 12 チームへ。2008-2009 シーズンの観客動員数は 100 万人を目標としており、今

後さらなる発展が見込まれています。 
 

ヒューマンビジネスサービス株式会社 

●代表者 ：代表取締役  黒﨑 耕輔 

●所在地 ：新宿区西新宿６－６－２ 新宿国際ビル５F   ●資本金 ：8,000 万円 


