2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約105本

ＭＴＶ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル

配信
開始

内容

MTV ZUSHI FES 11 -JAMOSA-

配信中

海に囲まれたロケーションで水着で参加できる唯一の野外イベントとして毎年好評を博しているMTV
ZUSHI FES。2011年8月に開催されたこのイベントからJAMOSAのパフォーマンスをお届け！

MTV ZUSHI FES 11 -シクラメン-

配信中

海に囲まれたロケーションで水着で参加できる唯一の野外イベントとして毎年好評を博しているMTV
ZUSHI FES。2011年8月に開催されたこのイベントからシクラメンのパフォーマンスをお届け！

MTV ZUSHI FES 11 -ソナーポケット-

配信中

海に囲まれたロケーションで水着で参加できる唯一の野外イベントとして毎年好評を博しているMTV
ZUSHI FES。2011年8月に開催されたこのイベントからソナーポケットのパフォーマンスをお届け！

MTV ZUSHI FES 11 -JUNO-

配信中

海に囲まれたロケーションで水着で参加できる唯一の野外イベントとして毎年好評を博しているMTV
ZUSHI FES。2011年8月に開催されたこのイベントからJUNOのパフォーマンスをお届け！

MTV ZUSHI FES 11 -moumoon-

配信中

海に囲まれたロケーションで水着で参加できる唯一の野外イベントとして毎年好評を博しているMTV
ZUSHI FES。2011年8月に開催されたこのイベントからmoumoonのパフォーマンスをお届け！

MTV ZUSHI FES 11 -DEEP-

配信中

海に囲まれたロケーションで水着で参加できる唯一の野外イベントとして今年も開催が決定しているMTV
ZUSHI FES。今回は2011年に開催されたこのイベントからDEEPのパフォーマンスをお届け！

MTV HEADBANGERS BALL
ROADRUNNER RECORDS 30th
ANNIVERSARY

配信中

字幕／へヴィ・メタル、へヴィ・ロック中心のミュージック・ビデオをお届けするMTV USの長寿人気番組
「MTV Headbangers Ball」の特別バージョン。今回は、今年30周年を迎えた、音楽レーベル
「ROADRUNNER RECORDS」の歴史を振り返る特別番組。RATTなどのインタビューとミュージック・ビデオ
をお届け！

MTV LIVE 05.30.10

配信中

国立代々木第一体育館で開催された一夜限りのライブ・イベント「MTV LIVE 05.30.10」。“ライブを通じて、
アジアをつなぐ”というテーマのもと、BIGBANG、JAY’ED、VANNESS、w-inds.と日本はもちろんアジア全
域のミュージック・シーンを牽引する4組のアーティストが出演。このイベントの模様をオンエア！！

MTV LIVE：BIGBANG

配信中

今、最も勢いのある人気ダンス・ボーカルグループBIGBANG。MTV WORLD STAGE VMAJ 2010では、最
優秀新人アーティストビデオ賞」、「最優秀ポップビデオ賞」の2冠に輝いた。今回は代々木第一体育館で
開催された「MTV LIVE 05.30.10」に出演した際のライブパフォーマンスをお届け！！

MTV LIVE：JAY’ED

配信中

多様な音楽性を呑み込んだハイブリッドなソウルミュージックで日本のR＆Bシーンに新風を吹き込むシン
ガーJAY’ED。代々木第一体育館で開催されたライブ・イベント「MTV LIVE 05.30.10」に出演した際のライ
ブパフォーマンスをお届け！！

MTV LIVE：VANNESS

配信中

アジアのトップ・グループF4のメンバーとしてデビュー後、多彩な才能を持ち合わせソロのステージでも圧
倒的な存在感で多くのファンを魅了するVANNESS。代々木第一体育館で開催されたライブ・イベント
「MTV LIVE 05.30.10」に出演した際のライブパフォーマンスをお届け！！

MTV LIVE：w-inds.

配信中

日本だけにとどまらぬアジア圏で絶大な人気と実力を誇るグループw-inds.。5月30日（日）に国立代々木
競技場第一体育館で開催されたライブ・イベント「MTV LIVE 05.30.10」に出演した際のライブパフォーマン
スをお届け！！

MTV LIVE＠鎌倉宮

配信中

伝統的な能舞台と現代的な音楽が融合した新感覚ライブイベント、「MTV LIVE@鎌倉宮」の模様をオンエ
ア。50年の歴史を誇る鎌倉薪能が行われる境内をライブステージとし伝統的な能舞台と現代的な音楽が
融合した幻想的な夜を、MTVが演出。神社と木々が放つパワーを浴びながら、幻想的な空間で行われた
「MTV LIVE@鎌倉宮」をお楽しみに！

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約105本

ＭＴＶ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

MTV Spring Break Live with DEEP at
USJ

配信中

春休み真っ只中にユニバーサルスタジオで開催されたDEEPの豪華LIVEをお届け！多くのオーディエンス
を集め、熱気溢れるステージは必見！

MTV TRIP＆TREAT NICKELBACK

配信中

字幕／NICKELBACKが日本のファンのために特別な旅をプロデュース！彼らのゆかりの地や、ラスベガ
スで行われるプレミアムライブパーティの模様なNICKELBACKだからできる素敵な旅の模様を紹介しま
す。

Disaster Date Season1 ＃01

配信中

字幕／＃01 「自己陶酔の金目当て女」「病的な潔癖症」「トロフィーワイフ志望」／「DISASTER DATE」は
隠しカメラを用いたドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け
人がわざとデート相手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無
事1時間耐え忍んだら、賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃02

配信中

字幕／＃02 「元カノを引きずる男」「熱血サーファー」「ニコチン中毒」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを
用いたドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざと
デート相手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え
忍んだら、賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃03

配信中

字幕／＃03 「生理前緊張症」「ケガでボロボロ」「元カレ中毒」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを用いた
ドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざとデート相
手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え忍んだ
ら、賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃04

配信中

字幕／＃04 「うわべだけ」「田舎者」「酔っ払いの妨害屋」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを用いたドッ
キリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざとデート相手
を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え忍んだら、
賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃05

配信中

字幕／＃05 「ゲームボーイ」「Bガール志望」「大人版イジメっ子」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを用
いたドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざと
デート相手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え
忍んだら、賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃06

配信中

字幕／＃06 「リアリティTV狂」「難聴のラッパー」「おばあちゃん子」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを
用いたドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざと
デート相手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え
忍んだら、賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃07

配信中

字幕／＃07 「感情的でボロボロ」「ダブル・ブッキング」「ミュージカル狂」／「DISASTER DATE」は隠しカメ
ラを用いたドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわ
ざとデート相手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間
耐え忍んだら、賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃08

配信中

字幕／＃08 「チープな男」「花嫁志望」「デート常習者」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを用いたドッキ
リ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざとデート相手を
不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え忍んだら、賞
金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃09

配信中

字幕／＃09 「踊るアホ」「意味不明のオタク」「嫉妬深い外国人」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを用い
たドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざとデート
相手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え忍ん
だら、賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃10

配信中

字幕／＃10 「多動症の男」「ヨガの師匠」「毛深い女」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを用いたドッキリ・
リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざとデート相手を不
快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え忍んだら、賞金
をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃11

配信中

字幕／＃11 「大の犬好き」「パーソナルスペースの侵害」「独占欲の強い女」／「DISASTER DATE」は隠し
カメラを用いたドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人が
わざとデート相手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時
間耐え忍んだら、賞金をプレゼント！

タイトル

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約105本

ＭＴＶ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

Disaster Date Season1 ＃12

配信中

字幕／＃12 「自分を責めるストーカー」「女装好きの男」「自慢男」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを用
いたドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざと
デート相手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え
忍んだら、賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃13

配信中

字幕／＃13 「過重労働 過密日程」「スーパー・データー」「狂気の対抗意識」／「DISASTER DATE」は隠し
カメラを用いたドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人が
わざとデート相手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時
間耐え忍んだら、賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃14

配信中

字幕／＃14 「妄想男の陰謀説」「ひどい女」「テンションの高いドラマー」／「DISASTER DATE」は隠しカメ
ラを用いたドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわ
ざとデート相手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間
耐え忍んだら、賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃15

配信中

字幕／＃15 「知ったかぶり男」「ミスコン女」「幼稚園の先生」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを用いた
ドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざとデート相
手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え忍んだ
ら、賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃16

配信中

字幕／＃16 「講義好き男」「強迫神経症」「お子ちゃま男」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを用いたドッ
キリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざとデート相手
を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え忍んだら、
賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃17

配信中

字幕／＃17 「わがままっ子」「居眠り男」「永遠の親友」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを用いたドッキ
リ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざとデート相手を
不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え忍んだら、賞
金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃18

配信中

字幕／＃18 「独身のピエロ男」「ワイルドな歌姫」「口先だけの男」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを用
いたドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざと
デート相手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え
忍んだら、賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃19

配信中

字幕／＃19 「自然にぞっこん」「酔っ払いの田舎者」「不平男」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを用いた
ドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざとデート相
手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え忍んだ
ら、賞金をプレゼント！

Disaster Date Season1 ＃20

配信中

字幕／＃20 「究極の小心者」「プリティ・ボーイ」「腹話術師」／「DISASTER DATE」は隠しカメラを用いた
ドッキリ・リアリティー番組。ブラインド・デート（初対面同士のデート）を仕組み、仕掛け人がわざとデート相
手を不快な気持ちにさせ、期待していたデートを台無しにする。そんな嫌がらせに無事1時間耐え忍んだ
ら、賞金をプレゼント！

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃01

配信中

字幕／＃1 レッドネック・ヘヴンへようこそ！／ここはテキサスいちのクレイジーなバー。ホットな女の子た
ちが毎日たくさんの客を迎えている。新人のモーガンは、いつかバレルレースに出場するのが夢だった。
毎日一生懸命働いているが、ベテランのアンバーとは気が合わない。アンバーはさぼり魔で客と喋ってば
かりだが、彼女のおかげでチップを稼げているのも事実。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃02

配信中

字幕／＃2 新人とベテラン／新人のクリスティンは最近ママとうまくいっていない。衣装が過激すぎるとい
う理由で、レッドネックでの仕事を認めてくれないのだ。そこでクリスティンは服の販売で培った経験を生か
し、レッドネックの営業企画に転身しようとする。ボスのティファニーに相談しようとするものの、仕事中にミ
スをしてしまってうまく伝えられない。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃03

配信中

字幕／＃3 TKCC／レッドネックに新入りのミミが登場。みんなで“新入りいびり”を始めるが、実際は新人
同士は仲がいい。営業企画の座を狙っていたクリスティンだったが、裏切られたと感じていたティファニー
は別の女の子を選んでしまう。そこでクリスティンはティファニーたちベテラン勢を見返すため、新人仲間と
一緒にあることを企てるのだが…。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃04

配信中

字幕／＃4 伝言ゲーム／バレルレースに出場するのが夢のモーガンは、練習するために理想の馬を探
す。彼氏のチャンスは馬に詳しい、キュートでセクシーなカウボーイ。モーガンに会うためにレッドネックに
遊びに来たチャンスを見て、どうやら新入りのミミは一目ぼれしたらしい。同僚の彼氏は絶対に狙わない
のが女の子の暗黙のルール。

タイトル

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約105本

ＭＴＶ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル

配信
開始

内容

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃05

配信中

字幕／＃5 ABCナイト／派手なケンカのせいで店の評判を落としかねない事態に、ボスのティファニーは
大激怒。アンバーとモーガンは仲直りしたものの、怒りの矛先はすべてミミにいってしまう。だが、ミミに対
する怒りの本当の原因はアンバーの過去にあった。そんな中、レッドネックでは最大のイベント“ABCナイ
ト”を開催。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃06

配信中

字幕／＃6 レッドネック・エチケット／レッドネックの利益が上がったご褒美に、オーナーのティンカーは女
の子たちに高級レストランでのディナーをプレゼント。みんなの絆を深めるチャンスだったが、新入りのミミ
はアンバーに誘われ、ベテラン勢と仲良くメークアップ。仲間だと思っていた新人のジリアンも、リムジンの
中でベテラン勢とはしゃいでいる。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃07

配信中

字幕／＃7 キャンプ女子会／女の子たちの険悪なムードに不安を感じたティファニーは、結束力を高める
ために全員でキャンプに出かけようと提案する。始めはイヤがっていた新人たちも、火を囲みながら話し
ているうちに素直な気持ちを伝えられるようになる。モーガンはチャンスの家族と夕食をとるが、チャンス
のパパはレッドネックでの仕事を認めてくれず…。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃08

配信中

字幕／＃8 ワイルド・ウエスタン／キャンプで素直な気持ちを語り合い、ようやく家族のような絆を作った女
の子たちだったが、渦中のミミだけが謝っていないことに気づきイライラしていた。ミミへの態度を改めた
モーガンたちに対し、ミミは仕事中もみんなに協力しようとしないのだ。見かねたサブリナは2人きりで話し
合おうとするが…。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃09

配信中

字幕／＃9 お騒がせガールズ／パーティーで200万ドルの豪邸を汚されたティンカーは大激怒。問題を解
決しなければ誰かをクビにすると言い出してしまった。問題続きの状況に嫌気がさしたティファニーは、独
自の方法でストレスを発散することに。新人のジリアンは胸の下あたりにしこりがあることに気づき、マー
セデスと一緒に病院で検査を受けることにする。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃10

配信中

字幕／＃10 ロデオカップルの行方／モーガンとチャンスは2人の将来について真剣に考えていたが、チャ
ンスはレッドネックでの仕事を応援できず、結婚に踏み出せないでいた。チャンスが反対するのには、1年
前に起きたある出来事に原因があるのだ。クリスティンはTKCCのシューズを店頭販売で売り出すため、
行動に出始める。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃11

配信中

字幕／＃11 復縁と絶交／チャンスと復縁したモーガンは、クリスティンをダブルデートに誘う。ところが
チャンスがクリスティンの彼氏をバカにし、モーガンとクリスティンは大ゲンカ。クリスティンのシューズの発
売記念パーティーにも出席しないと伝える。そんな中アンバーがまたもやパーティーで酔っぱらい始めてし
まい…。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃12

配信中

字幕／＃12 レッドネック・ハリケーン／アンバーはレッドネックに初めてやってきたアレックスにひとめぼ
れ。今まで見たことがないほど緊張していたが、2人の初デートは思わぬ事態に発展し、ティファニーを悩
ませる。ミミは新しい恋人コルトンと順調に仲を深めていた。ところがある日ティファニーはミミがこっそり泣
いている姿を目撃し、衝撃の事実を知ることになる…。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃13

配信中

字幕／＃13 友情よりビール？／モーガンは朝礼でバレルレースへの出場が決まったことをみんなに報告
するが、ケンカ中のクリスティンは1人ショックを受けていた。ミミは妊娠したことをコルトンやママに伝える
ことに。まだ付き合って数か月のコルトンがどんな反応をするか、ミミは不安でいっぱいになる。ティファ
ニーたちは最近のアンバーの問題行動を心配し…。

ビッグ・チップス・テキサス -頑張れ！
セクシーロデオガールズ- ＃14

配信中

字幕／＃14 ロデオガール・デビュー／レッドネックにサブリナのママが現れた。学費のための貯金を反対
されていたサブリナは不安になるが、ママは意外な行動に出る。親友だったモーガンとクリスティンはお互
いを恋しく思いながら仲直りできずにいた。そんな中いよいよモーガンのバレルレースの日がやってくる。
レース前に緊張していたモーガンの前に、クリスティンが現れ…。

Punk’d Season7 ＃01

配信中

字幕／＃01 ケイト・ベッキンセール、とんだ人違い／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人
気を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を
騒がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season7 ＃02

配信中

字幕／＃02 NE-YO、現金の行方／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている若
手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気ドッキ
リ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season7 ＃03

配信中

字幕／＃03 DJポール、夕食時のハプニング／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集
めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす
人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約105本

ＭＴＶ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

Punk’d Season7 ＃04

配信中

字幕／＃04 クリス・ブラウン、ママをかばう／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集
めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす
人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season7 ＃05

配信中

字幕／＃05 イライジャ・ウッド、爆発騒ぎに困惑／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気
を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒
がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season7 ＃06

配信中

字幕／＃06 ニコレット・シェリダン、予想外の展開に…／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な
人気を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中
を騒がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season7 ＃07

配信中

字幕／＃07 テディー・ガイガー、レストランにて愛犬が…／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大
な人気を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街
中を騒がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season7 ＃08

配信中

字幕／＃08 リアーナ、路上での出来事／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めて
いる若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気
ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

room 401 -奇妙な出来事- ＃01

配信中

字幕／＃01 ソフトシェル・クラブ、UFOキャッチャー、事件現場、精肉店／“room 401”とは、「脱出王」の異
名を持ち、イリュージョニストの代名詞ともなっている、ハリー・フーディーニが最期を迎えた病室…。番組
ではイリュージョニスト達が、想像を超えたマジックを展開。奇想天外な出来事に 直面したターゲットは、
体験した事のない未知の世界へと…。

room 401 -奇妙な出来事- ＃02

配信中

字幕／＃02 アイス・マン、ガラクタ処分、タクシー・ドライバー、バスの乗客／“room 401”とは、「脱出王」
の異名を持ち、イリュージョニストの代名詞ともなっている、ハリー・フーディーニが最期を迎えた病室…。
番組ではイリュージョニスト達が、想像を超えたマジックを展開。奇想天外な出来事に 直面したターゲット
は、体験した事のない未知の世界へと…。

room 401 -奇妙な出来事- ＃03

配信中

字幕／＃03 ジャグジー、遅番、飛行恐怖症、回転寿司／“room 401”とは、「脱出王」の異名を持ち、イ
リュージョニストの代名詞ともなっている、ハリー・フーディーニが最期を迎えた病室…。番組ではイリュー
ジョニスト達が、想像を超えたマジックを展開。奇想天外な出来事に 直面したターゲットは、体験した事の
ない未知の世界へと足を踏み入れる…。

room 401 -奇妙な出来事- ＃04

配信中

字幕／＃04 献血、美容室、事故、死亡記事／“room 401”とは、「脱出王」の異名を持ち、イリュージョニ
ストの代名詞ともなっている、ハリー・フーディーニが最期を迎えた病室…。番組ではイリュージョニスト達
が、想像を超えたマジックを展開。奇想天外な出来事に 直面したターゲットは、体験した事のない未知の
世界へと足を踏み入れる…。

room 401 -奇妙な出来事- ＃05

配信中

字幕／＃05 ネイルガン、ボウリング場、テレビ倉庫、わさび／“room 401”とは、「脱出王」の異名を持ち、
イリュージョニストの代名詞ともなっている、ハリー・フーディーニが最期を迎えた病室…。番組ではイ
リュージョニスト達が、想像を超えたマジックを展開。奇想天外な出来事に 直面したターゲットは、体験し
た事のない未知の世界へと足を踏み入れる…。

room 401 -奇妙な出来事- ＃06

配信中

字幕／＃06 ホームレス、夜のハイキング、パイプ貫通？！、精神病患者／“room 401”とは、「脱出王」の
異名を持ち、イリュージョニストの代名詞ともなっている、ハリー・フーディーニが最期を迎えた病室…。番
組ではイリュージョニスト達が、想像を超えたマジックを展開。奇想天外な出来事に 直面したターゲット
は、体験した事のない未知の世界へと…。

room 401 -奇妙な出来事- ＃07

配信中

字幕／＃07 クロスボウ、食肉処理場、ネックレス、身分証明書／“room 401”とは、「脱出王」の異名を持
ち、イリュージョニストの代名詞ともなっている、ハリー・フーディーニが最期を迎えた病室…。番組ではイ
リュージョニスト達が、想像を超えたマジックを展開。奇想天外な出来事に 直面したターゲットは、体験し
た事のない未知の世界へと足を踏み入れる…。

room 401 -奇妙な出来事- ＃08

配信中

字幕／＃08 ドーナツが止まらない、奇跡、液体窒素、ストリッパー／“room 401”とは、「脱出王」の異名を
持ち、イリュージョニストの代名詞ともなっている、ハリー・フーディーニが最期を迎えた病室…。番組では
イリュージョニスト達が、想像を超えたマジックを展開。奇想天外な出来事に 直面したターゲットは、体験
した事のない未知の世界へと足を踏み入れる…。

タイトル

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約105本

ＭＴＶ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル

配信
開始

内容

Pimp My Ride Season5 ＃01

配信中

字幕／＃01／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回は今までの改造車を大特集！

Pimp My Ride Season5 ＃02

配信中

字幕／＃02／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はフォード・サンダーバード。

Pimp My Ride Season5 ＃03

配信中

字幕／＃03／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はグラマン・トラック。

Pimp My Ride Season5 ＃04

配信中

字幕／＃04／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回はシボレー・インパラをエコ改造。当時のカリフォルニア州知事
アーノルド・シュワルツェネッガーもゲスト出演！

Pimp My Ride Season5 ＃05

配信中

字幕／＃05／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はメルセデス・ベンツ・300SE。

Pimp My Ride Season5 ＃06

配信中

字幕／＃06／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はシボレー・バン。

Pimp My Ride Season5 ＃07

配信中

字幕／＃07／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はクライスラー・グランドボイジャー。

Pimp My Ride Season5 ＃08

配信中

字幕／＃08／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車は日産・マキシマ。

Pimp My Ride Season5 ＃09

配信中

字幕／＃09／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はフォード・フェスティバ。

Pimp My Ride Season5 ＃10

配信中

字幕／＃10／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はホンダ・CRX。

Pimp My Ride Season5 ＃11

配信中

字幕／＃11／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はフォード・エコノライン・バン。

Pimp My Ride Season5 ＃12

配信中

字幕／＃12／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はジープ・グランド・ワゴニア。

Pimp My Ride Season5 ＃13

配信中

字幕／＃13／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はポンテアック・サンバード。

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約105本

ＭＴＶ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

タイトル

配信
開始

内容

Pimp My Ride Season5 ＃14

配信中

字幕／＃14／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はトヨタ・Rav 4。

Pimp My Ride Season5 ＃15

配信中

字幕／＃15／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はフォード・LTD・クラウンヴィクトリア・ステーション・ワゴ
ン。

Pimp My Ride Season5 ＃16

配信中

字幕／＃16／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はシボレー・キャバリエ。

Pimp My Ride Season5 ＃17

配信中

字幕／＃17／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はスバル・インプレッサ。

Pimp My Ride Season5 ＃18

配信中

字幕／＃18／人気ラッパー率いるカスタム軍団が応援者のボロ車を180℃大改造。どんな車に生まれ変
わるかは、誰にも予測不可能！！今回の改造車はキャデラック・フリートウッド。

Punk’d Season8 ＃01

配信中

字幕／＃01 ネリー・ファータドのバッグの中身／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を
集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒が
す人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃02

配信中

字幕／＃02 ヒラリー・スワンクと困ったファン／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集
めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす
人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃03

配信中

字幕／＃03 エヴァンジェリン・リリー、突然の爆音騒ぎに唖然／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで
絶大な人気を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラス
な街中を騒がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃04

配信中

字幕／＃04 マジック・ジョンソン、食事中の出来事／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人
気を集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を
騒がす人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃05

配信中

字幕／＃05 ジュエル、駐車場でのハプニング／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を
集めている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒が
す人気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃06

配信中

字幕／＃06 ジョジョ、病院でのハプニング／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集め
ている若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人
気ドッキリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃07

配信中

字幕／＃07 ピットブル感謝祭にて／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている
若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気ドッ
キリ番組「MTV Punk’d」。

Punk’d Season8 ＃08

配信中

字幕／＃08 Aly＆AJ 撮影中に…／話題のドッキリ番組Punk’d！ハリウッドで絶大な人気を集めている
若手セレブリティ、アシュトン・カッチャーが、MTVと組んでハリウッドのグラマラスな街中を騒がす人気ドッ
キリ番組「MTV Punk’d」。

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約105本

ＭＴＶ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

16 and Pregnant Season1 ＃01

10月1日～

字幕／＃01／今回はテネシー州出身のメイシーに密着。婚約者が子育てをまったく手伝ってくれず、彼女
は婚約者との関係を続けるべきか、大きな問題に一人で立ち向かうべきか悩みます。彼女が下した決断
とは…？実際に妊娠した16歳の少女たちに密着し、妊娠したことによって大きく変化した日常生活を追う、
MTV U.S.制作のドキュメンタリー。

16 and Pregnant Season1 ＃02

10月1日～

字幕／＃02／今回はチアリーダーのファラに密着。妊娠するまでは人気者だった彼女ですが、学校中に
シングルマザーだと噂が広まり、退学することに。そのうえ、家では口うるさい母と喧嘩ばかりで…。実際
に妊娠した16歳の少女たちに密着し、妊娠したことによって大きく変化した日常生活を追う、MTV U.S.制
作のドキュメンタリー。

16 and Pregnant Season1 ＃03

10月1日～

字幕／＃03／今回はパーティー大好きなアンバーに密着。高校生活最後の年を、よき理解者ではあるが
子供っぽい彼氏と暮らすことになった彼女。2人は大人としての責任を持って過ごしていかなければならな
いのだが…。実際に妊娠した16歳の少女たちに密着し、妊娠したことによって大きく変化した日常生活を
追う、MTV U.S.制作のドキュメンタリー。

16 and Pregnant Season1 ＃04

10月1日～

字幕／＃04／今回は軍に入隊志望の女の子、エボニーに密着。妊娠して、予備役将校訓練隊の制服か
ら妊婦服に着替えた彼女。高校卒業後は彼氏と共に空軍に入隊する予定だったが、入隊どころか高校卒
業も危ぶまれて…。実際に妊娠した16歳の少女たちに密着し、妊娠したことによって大きく変化した日常
生活を追う、MTV U.S.制作のドキュメンタリー。

16 and Pregnant Season1 ＃05

字幕／＃05／今回はジョージア州出身のホイットニーに密着。彼女だけでなく彼女の母親も妊娠し、家の
10月1日～ 中がいっきに騒がしくなります。そんな中、ホイットニーと彼氏のウェストンは…。実際に妊娠した16歳の少
女たちに密着し、妊娠したことによって大きく変化した日常生活を追う、MTV U.S.制作のドキュメンタリー。

16 and Pregnant Season1 ＃06

10月1日～

字幕／＃06／今回は、ミシガン州の小さな町出身のケイトリンに密着。短気な家族の中で唯一冷静な彼
女。彼氏のサポートを受けながら、彼女は人生で最も困難な選択を迫られます。そして両親の承認なしで
養子縁組を進めていくのですが…。実際に妊娠した16歳の少女たちに密着し、妊娠したことによって大き
く変化した日常生活を追う、MTV U.S.制作のドキュメンタリー。

16 and Pregnant Season1 ＃07

10月1日～

字幕／＃07／シーズンフィナーレとなる今回は、シーズン1で密着した6人の女の子全員が登場し、各少
女のエピソードを振り返り、問題や挑戦、そしてその後どうなったかなどを議論します。実際に妊娠した16
歳の少女たちに密着し、妊娠したことによって大きく変化した日常生活を追う、MTV U.S.制作のドキュメン
タリー。

16 and Pregnant Season1 ＃08

10月1日～

字幕／＃08／今回は、これまでのエピソードの未公開映像をお届け！実際に妊娠した16歳の少女たちに
密着し、妊娠したことによって大きく変化した日常生活を追う、MTV U.S.制作のドキュメンタリー。

Rob ＆ Big Season1 ＃01

字幕／＃01 同居生活スタート！／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッ
10月1日～ グ・ブラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密
着！

Rob ＆ Big Season1 ＃02

10月1日～

字幕／＃02 スケート・デー／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッグ・ブ
ラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密着！

Rob ＆ Big Season1 ＃03

10月1日～

字幕／＃03 旅行へ出発／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッグ・ブ
ラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密着！

Rob ＆ Big Season1 ＃04

10月1日～

字幕／＃04 健康志向へ／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッグ・ブ
ラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密着！

Rob ＆ Big Season1 ＃05

字幕／＃05 ハッピーバースデー／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッ
10月1日～ グ・ブラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密
着！

タイトル

2017年9月13日現在

【2017年10月】
配信本数：約105本

ＭＴＶ セレクト

※配信タイトルは予告なく変更・追加となる場合がございます。

配信
開始

内容

Rob ＆ Big Season1 ＃06

10月1日～

字幕／＃06 家らしい家に…／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッグ・
ブラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密着！

Rob ＆ Big Season1 ＃07

10月1日～

字幕／＃07 セキュリティー／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッグ・ブ
ラック。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密着！

Rob ＆ Big Season1 ＃08

10月1日～

字幕／＃08 Do Work／プロ・スケーター、ロブ・デューディックと彼のボディーガードであるビッグ・ブラッ
ク。彼らとブルドッグのミーティー、2人と1匹が過ごす爆笑必至の同居生活にMTVのカメラが密着！

タイトル

