
2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約275本

※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

3ドアーズ・ダウン「ライヴ・アット・ザ・タバナクル」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ミシシッピー州エスカタウパで結成
された快活な5人組は、昔ながらのロック・バンドとしての道を邁進しながら、メインストリームで成
功を収めてきたが、ロック界きってのアンダードッグと言わしめた。2008年発表のアルバムはなん
と初登場全米1位を獲得している。

a-ha「エンディング・オン・ア・ハイノート：ザ・ファイナル・
コンサート」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／「Take On Me」など大ヒットポップ・
ソングを生み出し、80年代を代表するノルウェー出身のロック・バンド、a-ha。28年という長い活動
期間についに終止符を打つ2010年の解散ツアーの、まさに最終公演を収録した作品。

AK-69, UVERworld「ONE LIFE」 配信中
自身2回目の武道館公演を成功させたAK-69。HIP HOP界のキングとして君臨するAK-69の新曲
を含む、究極のコラボBESTをリリース！

androp「Hikari」 配信中
2018年3月に約3年ぶりのオリジナルアルバム『cocoon』をリリースしたandrop。ニューシングルは
山埼賢人主演、初の医者役によるフジテレビ系 木曜劇場「グッド・ドクター」主題歌。上野樹里、藤
木直人出演でも話題の連続ドラマ。幸せを願う、“光”を与える1曲。

B.B.キング「ライヴ・アット・ザ・ロイヤル・アルバート・
ホール2011」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／本作には2011年6月にロンドンのロ
イヤル・アルバート・ホールで行ったライヴを収録。Derek Trucks、Susan Tedeschi、The Rolling
StonesのRonnie Wood、Simply RedのMick Hucknall、Slashらも出演しています。

B1A4「Choo Choo TRAIN」 配信中

キュートなルックス、ズバ抜けた歌唱力、個性的なファッション、そして作詞・作曲やラップ制作も手
掛ける高い音楽性を持つ5人組ボーイズグループ。グループ名は、メンバーの血液型がB型が1
人、A型が4人であることから名付けられ、また、『Be the one , All for one』（僕たちの夢のためにベ
ストを尽くす）という意味も込められている。

B1A4「Do You Remember」 配信中

キュートなルックス、ズバ抜けた歌唱力、個性的なファッション、そして作詞・作曲やラップ制作も手
掛ける高い音楽性を持つ5人組ボーイズグループ。グループ名は、メンバーの血液型がB型が1
人、A型が4人であることから名付けられ、また、『Be the one , All for one』（僕たちの夢のためにベ
ストを尽くす）という意味も込められている。

B1A4「そうすれば」 配信中

キュートなルックス、ズバ抜けた歌唱力、個性的なファッション、そして作詞・作曲やラップ制作も手
掛ける高い音楽性を持つ5人組ボーイズグループ。グループ名は、メンバーの血液型がB型が1
人、A型が4人であることから名付けられ、また、『Be the one , All for one』（僕たちの夢のためにベ
ストを尽くす）という意味も込められている。

B1A4「会えるまで」 配信中
2018年第2弾シングル！一度聴いたら忘れられない、B1A4らしさ200％の極上のバラード楽
曲！！表題曲「会えるまで」はリーダー・ジニョンの書き下ろしによるもの。ソングライターとしても
定評のあるジニョンならではのメロディーラインが特徴的な佳曲に仕上がりました。

BOYS AND MEN「炎・天下奪取」 配信中

「帆を上げろ！（2017.8発売）」に続いて、ヒャダイン氏とタッグを組んで制作された楽曲。まさにボイ
メン節炸裂の汗だくになって一緒にシンガロングできる壮快感全開の楽曲となっている。そして
「炎・天下奪取」は、昨夏に続いてMBS/TBSドラマイズム「マジで航海してます。-Second Season-
」の主題歌にも決定！

BOYS AND MEN「進化理論」 配信中 アニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン」のオープニングテーマ「進化理論」を、いよいよリリース。

C＆K「ドラマ」 配信中

日本テレビ系の新土曜ドラマ『サバイバル・ウェディング』主題歌に大抜擢されたC＆Kの「ドラマ」
は、原作を読んで書き下ろした渾身の作品で、“いろいろあるけど元気にいこう”という頑張ってい
る全ての人に向けた疾走感のある楽曲です。主人公・黒木さやかが周りの人に振り回されながら
も全力で突き進むドラマにマッチした一曲となっております。

Crystal Kay「幸せって。」 配信中
Crystal Kayの約1年ぶりの新曲『幸せって。』。NHKドラマ10「デイジー・ラック」の主題歌になってい
る今作は、アラサー女性の背中を押してくれる応援歌になっている。

CYBERJAPAN DANCERS「Summer Summer」 配信中
今年もとびっきり輝いたサマーに！美ボディーギャルダンサー集団“CYBERJAPAN DANCERS”
「Summer Summer」リリース決定！！

CYBERJAPAN DANCERS「ダイスキなBest Friend」 配信中

日本を代表するゴーゴーダンサーチーム「CYBERJAPAN DANCERS」House Music プロデュー
サーでもある MITOMI TOKOTO が結成、25名近くのダンサーを擁するチーム。プロのダンサーか
ら、モデル、ポールダンサー等、様々な顔を持つルックスにも秀でたメンバーが集まり、日本全国
のみならず、海外でのその活躍の場を広げる。

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約275本

※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

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

GLIM SPANKY「All Of Us」 配信中
GLIM SPANKYの4thシングル発売決定！時代の寵児として一大旋風を巻き起こしているGLIM
SPANKYが最新鋭と自負するロックミュージックを沢山詰め込んだ作品。

HANDSIGN「僕が君の耳になる」 配信中
聞こえない女性と聞こえる男性の恋愛の実話を基にしたラブソング。2人の恋愛模様を描いたMV
（ドラマver.）、主演 足立梨花が6年ぶりに聞こえない女性の役を演じ手話に挑戦！

HYDE「AFTER LIGHT」 配信中
再始動させたばかりのHYDEソロの活動は、加速の一途を辿っている。「AFTER LIGHT」は、暗闇
の中でもがきながらも一筋の光のほうに向かって進みながら答えを見つけようとする様を表現した
HYDEならではの楽曲に仕上がっている。

HYDE「FAKE DIVINE」 配信中
今年ソロ活動を本格再始動させたHYDEが、早くも3枚目のNew Singleをリリース。6月からスタート
した全国ツアー「HYDE LIVE 2018」でもセットリストに組み込まれていたファンにとっては既にお馴
染みの1曲が、ハロウィーンシーズン真っ只中に満を持してリリースとなる。

HYDE「WHO’S GONNA SAVE US」 配信中

2006年にリリースしたシングル「SEASON’S CALL」以来12年ぶり8枚目となるソロシングル緊急発
売！！表題曲のタイトルは「WHO’S GONNA SAVE US」、メッセージとしては人が困難や苦しみに
直面し、まわりが手を差し伸べてくれないような現状は自分で打破していくしかないという思いを乗
せた楽曲になっている。

KIRINJI「時間がない」 配信中
1998年8月26日のメジャー・デビューから20周年を迎えた今年、5人体制で初めて発表する新曲
「時間がない」は、昨年12月のワンマンライヴのアンコールの最後で初披露された堀込高樹作詞・
作曲のナンバー。

MAG！C☆PRINCE「SUMMER LOVE」 配信中
2018年2月リリースのシングル「Best My Friend」、は10万枚超のセールスを記録！初めて夏のリ
リースとなる、ニューシングル「SUMMER LOVE」（読み：サマラブ）は、アッパーで爽快なラブソング
です☆

majiko「ひび割れた世界」 配信中
majikoニューシングルは佐野史郎が63歳で初主演を務める話題のドラマ、東海テレビ・フジテレビ
系 土曜ドラマ「限界団地」の主題歌「ひび割れた世界」他、majiko本人による書き下ろし曲。

MONSTA X「LIVIN‘ IT UP」 配信中
STARSHIP ENTERTAINMENTが次世代を担うアーティストを誕生させるべく、人気アーティストやプ
ロデューサーを審査員とし、参加者に過酷な競争を課した、リアリティサバイバル番組
『NO.MERCY』。ここでのバトルを勝ち抜いたメンバーで結成された実力派グループ。

MONSTA X「PUZZLE」 配信中
STARSHIP ENTERTAINMENTが次世代を担うアーティストを誕生させるべく、人気アーティストやプ
ロデューサーを審査員とし、参加者に過酷な競争を課した、リアリティサバイバル番組
『NO.MERCY』。ここでのバトルを勝ち抜いたメンバーで結成された実力派グループ。

Mrs. GREEN APPLE、キヨサク「はじまり」 配信中
Mrs. GREEN APPLE 3rdアルバム「ENSEMBLE」リリース！！タイトルは、合奏・合唱を意味する
「ENSEMBLE」（読み：アンサンブル）。アルバムとしては2017年1月にリリースした「Mrs. GREEN
APPLE」以来。収録曲をお届け。

Mrs. GREEN APPLE「アウフヘーベン」 配信中
Mrs. GREEN APPLE 3rdアルバム「ENSEMBLE」リリース！！タイトルは、合奏・合唱を意味する
「ENSEMBLE」（読み：アンサンブル）。アルバムとしては2017年1月にリリースした「Mrs. GREEN
APPLE」以来。収録曲をお届け。

MYNAME「Wiz」 配信中

今回はマイクロドローンを使用して、メンバーの頭上や足元からも撮影している。7月25日が日本
デビュー6周年の記念日ということで、この6年間の出来事を思い出しつつ、改めてたくさんの方々
に出会えた喜びを胸に秘めつつ、進むべき道をみんなと共に歩んでいこうと決意している内容と
なっている。

PassCode「bite the bullet」 配信中
今大注目のラウドロック系アイドル、PassCodeのZENITH TOUR 2017 FINAL SERIES at
TSUTAYA O-EASTライブ映像を配信！

PassCode「Insanity」 配信中
今大注目のラウドロック系アイドル、PassCodeのZENITH TOUR 2017 FINAL SERIES at
TSUTAYA O-EASTライブ映像を配信！
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ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

PassCode「ONE STEP BEYOND」 配信中
今大注目のラウドロック系アイドル、PassCodeのZENITH TOUR 2017 FINAL SERIES at
TSUTAYA O-EASTライブ映像を配信！

PassCode「rise in revolt」 配信中
今大注目のラウドロック系アイドル、PassCodeのZENITH TOUR 2017 FINAL SERIES at
TSUTAYA O-EASTライブ映像を配信！

PassCode「Same to you」 配信中
今大注目のラウドロック系アイドル、PassCodeのZENITH TOUR 2017 FINAL SERIES at
TSUTAYA O-EASTライブ映像を配信！

petit milady「100％サイダーガール（2017）」 配信中

数々のアニメ作品でヒロインを演じる声優、悠木碧（代表作:『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まど
か役、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』アイリス役など）と竹達彩奈（代表作:『けいおん！』中
野梓役、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』高坂桐乃役など）からなるユニット、petit milady。
MVを一挙配信！！

petit milady「100%サイダーガール」 配信中

数々のアニメ作品でヒロインを演じる声優、悠木碧（代表作:『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まど
か役、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』アイリス役など）と竹達彩奈（代表作:『けいおん！』中
野梓役、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』高坂桐乃役など）からなるユニット、petit milady。
MVを一挙配信！！

petit milady「A or A！？」 配信中

数々のアニメ作品でヒロインを演じる声優、悠木碧（代表作:『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まど
か役、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』アイリス役など）と竹達彩奈（代表作:『けいおん！』中
野梓役、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』高坂桐乃役など）からなるユニット、petit milady。
MVを一挙配信！！

petit milady「azurite」 配信中

数々のアニメ作品でヒロインを演じる声優、悠木碧（代表作:『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まど
か役、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』アイリス役など）と竹達彩奈（代表作:『けいおん！』中
野梓役、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』高坂桐乃役など）からなるユニット、petit milady。
MVを一挙配信！！

petit milady「Fantastique Phantom」 配信中

数々のアニメ作品でヒロインを演じる声優、悠木碧（代表作:『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まど
か役、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』アイリス役など）と竹達彩奈（代表作:『けいおん！』中
野梓役、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』高坂桐乃役など）からなるユニット、petit milady。
MVを一挙配信！！

petit milady「Ma Cherie」 配信中

数々のアニメ作品でヒロインを演じる声優、悠木碧（代表作:『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まど
か役、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』アイリス役など）と竹達彩奈（代表作:『けいおん！』中
野梓役、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』高坂桐乃役など）からなるユニット、petit milady。
MVを一挙配信！！

petit milady「キラリキラリ」 配信中

数々のアニメ作品でヒロインを演じる声優、悠木碧（代表作:『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まど
か役、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』アイリス役など）と竹達彩奈（代表作:『けいおん！』中
野梓役、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』高坂桐乃役など）からなるユニット、petit milady。
MVを一挙配信！！

petit milady「ハコネハコイリムスメ」 配信中

数々のアニメ作品でヒロインを演じる声優、悠木碧（代表作:『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まど
か役、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』アイリス役など）と竹達彩奈（代表作:『けいおん！』中
野梓役、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』高坂桐乃役など）からなるユニット、petit milady。
MVを一挙配信！！

petit milady「ぼくのティンカーベル」 配信中

数々のアニメ作品でヒロインを演じる声優、悠木碧（代表作:『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まど
か役、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』アイリス役など）と竹達彩奈（代表作:『けいおん！』中
野梓役、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』高坂桐乃役など）からなるユニット、petit milady。
MVを一挙配信！！

petit milady「向日葵の坂道」 配信中

数々のアニメ作品でヒロインを演じる声優、悠木碧（代表作:『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まど
か役、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』アイリス役など）と竹達彩奈（代表作:『けいおん！』中
野梓役、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』高坂桐乃役など）からなるユニット、petit milady。
MVを一挙配信！！

petit milady「青春は食べ物です」 配信中

数々のアニメ作品でヒロインを演じる声優、悠木碧（代表作:『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まど
か役、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』アイリス役など）と竹達彩奈（代表作:『けいおん！』中
野梓役、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』高坂桐乃役など）からなるユニット、petit milady。
MVを一挙配信！！

petit milady「緋ノ糸輪廻ノGEMINI」 配信中

数々のアニメ作品でヒロインを演じる声優、悠木碧（代表作:『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まど
か役、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』アイリス役など）と竹達彩奈（代表作:『けいおん！』中
野梓役、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』高坂桐乃役など）からなるユニット、petit milady。
MVを一挙配信！！
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ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

petit milady「恋はみるくてぃ」 配信中

数々のアニメ作品でヒロインを演じる声優、悠木碧（代表作:『魔法少女まどか☆マギカ』鹿目まど
か役、『ポケットモンスター ベストウイッシュ』アイリス役など）と竹達彩奈（代表作:『けいおん！』中
野梓役、『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』高坂桐乃役など）からなるユニット、petit milady。
MVを一挙配信！！

Rei「LAZY LOSER」 配信中
兵庫県伊丹市生。卓越したギタープレイとボーカルをもつ、シンガー・ソングライター／ギタリスト。
幼少期をNYで過ごし、4歳よりクラシックギターをはじめ、5歳でブルーズに出会い、ジャンルを超え
た独自の音楽を作り始める。

Roys「I’ll be there」 配信中

“Roys”（読み：ロイス）は、数々の舞台ミュージカルの経験のあるSayuri、モデルそしてシンガーと
して活躍しているArin、ミュージカルの世界を目指していたRisaの3名からなるコーラスグループ。メ
ンバー全員が作詞・作曲を手掛け、ボーカル能力と音楽性を兼ね備え、その声量と個性で高度な
ハーモニーを奏でるグループ。

RYUCHELL「Hands up！！If you’re Awesome」 配信中

デビュー曲「Hands up！！If you’re Awesome」は、作曲を「水曜日のカンパネラ」メンバーのケン
モチヒデフミが担当し、80年代-90年代の世界観を彷彿とさせるサウンドが特徴的で、歌詞は
RYUCHELLがずっとノートに書き溜めていた詞をベースに制作されており、RYUCHELLのメッセー
ジと個性が見事に融合した楽曲となっている。

RYUCHELL「Link」 配信中
この7月に誕生したばかりのRYUCHELLの愛息子の名前「リンク」をタイトルにして、これからキラキ
ラな人生を歩み始める愛息子へ、そして沢山のリスナーへ、RYUCHELLの今まで進んできた、“誰
でもない生き方をしてきた道のり”を示すような楽曲になっている。

Scott＆Rivers「HOMELY GIRL 栗原 類くんver.」 配信中
LAのオルタナティブ・ロックバンドweezerのG,Voのリバース・クオモとシカゴのポップなパンクバンド
のB,Voのスコット・マーフィーが共通の友人であるエンジニアを介して意気投合！

Scott＆Rivers「HOMELY GIRL」 配信中
LAのオルタナティブ・ロックバンドweezerのG,Voのリバース・クオモとシカゴのポップなパンクバンド
のB,Voのスコット・マーフィーが共通の友人であるエンジニアを介して意気投合！

SHE’S「歓びの陽」 配信中
昨年12月に2ndアルバム「Wandering」をリリースし、様々なバンドとの対バンツアーを経て行われ
たワンマンツアーでは、ファイナル東京・六本木EXシアターが即日ソールドアウト！

SILENT SIREN「19 summer note.」 配信中 「19 summer note.」と題された表題曲は、19歳の淡く切ない一夏の思い出を書きつづった新曲。

SILENT SIREN「天下一品のテーマ」 配信中
「天下一品」は、SILENT SIRENのメンバー・ひなんちゅ（Dr）が高校時代に3年間ほどアルバイトを
していたという縁もあり、2017年度の同CMに出演。そして、2018年度はSILENT SIRENのメンバー4
人でCMキャラクターを務めることになりました。

SIX LOUNGE「LULU」 配信中
イワオリク（Ba／Cho）ヤマグチユウモリ（Gt／Vo）ナガマツシンタロウ（Dr／Cho）大分県発日本語
ロックバンド。

SIX LOUNGE「くだらない」 配信中
イワオリク（Ba／Cho）ヤマグチユウモリ（Gt／Vo）ナガマツシンタロウ（Dr／Cho）大分県発日本語
ロックバンド。

SPICY CHOCOLATE ＆ THE MONSTER CREW,
APOLLO, ACE「平成フルスイング」

配信中

アルバムリード曲となる同楽曲は、レゲエ界のAPOLLOとHIP HOP界のACEがジャンルの垣根を
超え、今の世の中やクラブ・フロアに対して喝をいれた楽曲となっており、ミュージックビデオは
APOLLOの高速ラップとフリースタイルダンジョン2代目モンスターとして活躍するACEのリリックに
も注目して欲しい。

SPICY CHOCOLATE「I miss you feat. 清水翔太」 配信中
ジャパニーズレゲエ界に名を馳せるKATSUYUKI a.k.a. DJ CONTROLER 率いるREGGAE SOUND
CREW=SPICY CHOCOLATE（スパイシーチョコレート）。 MVを一挙配信！！

SPICY CHOCOLATE「Last Forever feat. 加藤ミリヤ
＆ SKY-HI」

配信中
ジャパニーズレゲエ界に名を馳せるKATSUYUKI a.k.a. DJ CONTROLER 率いるREGGAE SOUND
CREW=SPICY CHOCOLATE（スパイシーチョコレート）。 MVを一挙配信！！



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約275本

※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

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

SPICY CHOCOLATE「あなたと明日も feat. ハジ→ ＆
宇野実彩子（AAA） （Vocal ver.）」

配信中
ジャパニーズレゲエ界に名を馳せるKATSUYUKI a.k.a. DJ CONTROLER 率いるREGGAE SOUND
CREW=SPICY CHOCOLATE（スパイシーチョコレート）。 MVを一挙配信！！

SPICY CHOCOLATE「あなたと明日も feat. ハジ→ ＆
宇野実彩子（AAA）」

配信中
ジャパニーズレゲエ界に名を馳せるKATSUYUKI a.k.a. DJ CONTROLER 率いるREGGAE SOUND
CREW=SPICY CHOCOLATE（スパイシーチョコレート）。 MVを一挙配信！！

SPICY CHOCOLATE「あれからの二人は。feat. TAK-Z
＆ 寿君」

配信中
ジャパニーズレゲエ界に名を馳せるKATSUYUKI a.k.a. DJ CONTROLER 率いるREGGAE SOUND
CREW=SPICY CHOCOLATE（スパイシーチョコレート）。 MVを一挙配信！！

SPICY CHOCOLATE「うれし涙 feat. シェネル ＆
MACO」

配信中
ジャパニーズレゲエ界に名を馳せるKATSUYUKI a.k.a. DJ CONTROLER 率いるREGGAE SOUND
CREW=SPICY CHOCOLATE（スパイシーチョコレート）。 MVを一挙配信！！

SPICY CHOCOLATE「しあわせ feat. Ms.OOJA ＆
SALU」

配信中
ジャパニーズレゲエ界に名を馳せるKATSUYUKI a.k.a. DJ CONTROLER 率いるREGGAE SOUND
CREW=SPICY CHOCOLATE（スパイシーチョコレート）。 MVを一挙配信！！

SPICY CHOCOLATE「シリタイ feat. C＆K ＆
CYBERJAPAN DANCERS」

配信中
ジャパニーズレゲエ界に名を馳せるKATSUYUKI a.k.a. DJ CONTROLER 率いるREGGAE SOUND
CREW=SPICY CHOCOLATE（スパイシーチョコレート）。 MVを一挙配信！！

SPICY CHOCOLATE「ずっとマイラブ feat. TEE ＆
HAN-KUN」

配信中
ジャパニーズレゲエ界に名を馳せるKATSUYUKI a.k.a. DJ CONTROLER 率いるREGGAE SOUND
CREW=SPICY CHOCOLATE（スパイシーチョコレート）。 MVを一挙配信！！

SPICY CHOCOLATE「ミスキャスト feat. 大橋卓弥 ＆
奇妙礼太郎」

配信中
ジャパニーズレゲエ界に名を馳せるKATSUYUKI a.k.a. DJ CONTROLER 率いるREGGAE SOUND
CREW=SPICY CHOCOLATE（スパイシーチョコレート）。 MVを一挙配信！！

SPICY CHOCOLATE「君のことが好きだったんだ feat.
BENI ＆ Shuta Sueyoshi ＆ HAN-KUN」

配信中
ジャパニーズレゲエ界に名を馳せるKATSUYUKI a.k.a. DJ CONTROLER 率いるREGGAE SOUND
CREW=SPICY CHOCOLATE（スパイシーチョコレート）。 MVを一挙配信！！

SPICY CHOCOLATE「同じ空 feat. ナオト・インティライ
ミ ＆ 安田レイ」

配信中
ジャパニーズレゲエ界に名を馳せるKATSUYUKI a.k.a. DJ CONTROLER 率いるREGGAE SOUND
CREW=SPICY CHOCOLATE（スパイシーチョコレート）。 MVを一挙配信！！

SPICY CHOCOLATE「二人で feat. 西内まりや ＆ YU-
A」

配信中
ジャパニーズレゲエ界に名を馳せるKATSUYUKI a.k.a. DJ CONTROLER 率いるREGGAE SOUND
CREW=SPICY CHOCOLATE（スパイシーチョコレート）。 MVを一挙配信！！

Sum 41「イン・セッション 2007」 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。また、本編に字幕・吹替はございません。予め、
ご了承ください。／2000年代のカナダを代表するポップ・パンク・バンド、SUM 41。メンバー・チェン
ジを経て、音楽性にさらに幅をもたらしたある傑作アルバム、「アンダークラス・ヒーロー」リリース
当時のライヴ映像を収録。

SUM 41「ライヴ・アット・ハウス・オブ・ブルース 2007」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／サマーソニック2017に出演も決定
している、2000年代のカナダを代表するポップ・パンク・バンド、SUM 41。メンバー・チェンジを経
て、音楽性にさらに幅をもたらしたある傑作アルバム、「アンダークラス・ヒーロー」リリース当時の
ライヴ映像を収録。

SWAY, EXILE SHOKICHI, SALU「Never Say Goodbye」 配信中
AK-69、BTSに続くDef Jam Recordings 第3の刺客SWAY from DOBERMAN INFINITY待望のメ
ジャー1stアルバム。

TETSUYA「I WANNA BE WITH YOU」 配信中
L’Arc-en-Cielのリーダー＆ベーシスト。1991年TETSUYAを中心に大阪で結成。2001年にヴォー
カリストとしてソロ活動スタート。2016年にはバンド結成25周年、ソロ活動15周年を迎える。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約275本

※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

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

TETSUYA「READY FOR WARP」 配信中
L’Arc-en-Cielのリーダー＆ベーシスト。1991年TETSUYAを中心に大阪で結成。2001年にヴォー
カリストとしてソロ活動スタート。2016年にはバンド結成25周年、ソロ活動15周年を迎える。

The 1975「ライヴ・アット・ハングアウト・ミュージック・
フェスト 2014」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／80’sポップス、R＆B、ファンク、ロッ
ク、全ての要素を取り入れた唯一無二のバンド、The 1975。マンチェスター出身のオルタナティヴ・
ロック・バンド。読み方は、ザ・ナインティーン・セブンティファイヴ。デビュー・アルバムはなんと全英
初登場1位！！

TOTO「フォーリング・イン・ビトゥイーン・ライヴ」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／結成30周年を記念して行ったツ
アー「Falling In Between Tour」のパリ公演の模様を収録。「Rosanna」「Africa」「I’ll Be Over You」
「Hold The Line」ほか、全23曲を収録。彼らのハイクオリティなサウンドを堪能できる。

TRCNG「DON’T STOP THE DANCING」 配信中
メンバー全員が2000年と2001年生まれの平均年齢16.3歳の10人組ボーイズ・グループ。グループ
名のTRCNGとは“Teen Rising Champion in a New Generation”の略で、「新しい時代に浮上する10
代たちのチャンピオン」という意味の頭文字から取られたもの。

TRCNG「GAME CHANGER」 配信中
メンバー全員が2000年と2001年生まれの平均年齢16.3歳の10人組ボーイズ・グループ。グループ
名のTRCNGとは“Teen Rising Champion in a New Generation”の略で、「新しい時代に浮上する10
代たちのチャンピオン」という意味の頭文字から取られたもの。

TRCNG「SPECTRUM」 配信中
メンバー全員が2000年と2001年生まれの平均年齢16.3歳の10人組ボーイズ・グループ。グループ
名のTRCNGとは“Teen Rising Champion in a New Generation”の略で、「新しい時代に浮上する10
代たちのチャンピオン」という意味の頭文字から取られたもの。

U2「ライヴ・アット・レッド・ロックス」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2017年は歴史的名盤、「ヨシュア・
トゥリー」の発売30周年！！世界中でその功績を称えられるアイルランドの英雄、U2。1983年の
WARツアーから、アメリカ、コロラドのレッド・ロックスでのライヴ映像を収録。当時な貴重な映像が
甦る！

V.A.「ライフ＆ソングス・オブ・エミルー・ハリス」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／これまでに13回もグラミー賞を受
賞、1500万枚以上のセールスを誇るアメリカのカントリーロックの大御所、エミルー・ハリス。彼女
のこれまでの輝かしい音楽人生を盛大に祝った、オムニバスLIVE。シェリル・クロウ、アリソン・クラ
ウスなど、錚々たるアーティストが出演。

V.A「スタックス・ヴォルト・レヴュー -ライヴ・イン・ノル
ウェー 1967」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オーティス・レディング、ブッカーT、
サム＆デイヴなどを擁する、1957年設立の伝説的R＆B、ファンクミュージック・レーベル、スタック
ス。そのオールスター公演とも言うべき1967年の秘蔵ライヴ映像。出演：オーティス・レディング、エ
ディ・フロイド、ブッカー・T＆ザ・MG’s、アーサー・コンリー他

アーヨ「フィエスタ・デ・スッズ」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ナイジェリア系ドイツ人女性シン
ガー・ソングライター、アーヨ。ピアノ、ギターを操り歌う彼女の音楽スタイルはフォーク、ネオ・ソウ
ルからJAZZまで幅広く、高い実力と音楽性で人気を集めている。

アウトレイジ「アンダー・コントロール・オブ・ロウ」 配信中
デビュー30周年を乗り越え、常にヘヴィ・メタルという名目を背負い、それでも邁進するOUTRAGE
は重戦車のように唸り始めた！

アバ「ザ・ムービー」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1977年4月9日、「ダンシング・ク
イーン」が全米No.1に輝きグループとして絶頂期を迎えようとしていた頃のアバの姿を捉えたツ
アードキュメンタリー映画。

アリス・イン・チェインズ「ライヴ・アット・ソニスフィア
2014」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1987年、シアトルで結成。90年にア
ルバム・デビュー。アルバム全世界セールス1,700万枚以上、ヘヴィ・メタリックでダークなグルーヴ
は多くのファンを獲得するも、02年にレイン・ステイリーの死により活動休止-解散。だが復活を望
む声は続き…。

アリス・クーパー「シアター・オブ・デス」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2009年にロンドンの伝説のライヴ
会場、Hammersmith Apolloで行われたワールド・ツアー、“Theatre Of Death”の最終公演を収録。
ギロチン、絞首台等が用意されたステージでAliceは4度死を迎えるユニークな構成とヒット曲多数
収録。

アルスマグナ「アルス・ブートキャンプ」 配信中

夏に向けて絞りたいあなたへ！アルスが提案するシェイプアップエクササイズ完成！チャート1位
に輝いた「チョークスリーパーまり子先生」に続くDVDシングル第2弾。前作「チョークスリーパーまり
子先生」で史上最速の高速ダンスを披露し、今回も予想を覆す斜め上からのアプローチ！アルス
マグナならではの作品が完成！！
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【2019年5月】
配信本数：約275本

※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

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

アンドレ・リュウ＆ヨハン・シュトラウス・オーケストラ「ラ
ヴ・イン・ヴェニス -10周年記念コンサート」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／老若男女問わず楽しめる音楽をコ
ンセンプトに、華やかで楽しいステージを展開して聴かせてくれるアンドレ・リュウ。「愛」をコンセプ
トに、クラシックや映画音楽なども取り入れたロマンティックでポップな選曲で聴き手を魅了！2014
年オランダ、マーストリヒトで行われたライヴ公演を収録。

アンドレ・リュウ＆ヨハン・シュトラウス・オーケストラ「恋
におちて -マーストリヒト・ライヴ2016」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／マーストリヒトのフライトホフ広場で
行った白熱のライヴ！ここでのライヴはディナーショーのような雰囲気ではじまり、そして映画など
からの美しいメロディ、クラシックの名曲などで客席は興奮状態に。ゲスト歌手も登場し、リュウ自
身も踊り出し、聴衆も踊り出す。

アンドレ・リュウ「アンダー・ザ・スターズ」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オランダ出身、世界一楽しいヴァイ
オリニスト＝アンドレ・リュウ。オランダのマーストリヒト市、フライトホフ広場で行った、アンドレ・リュ
ウ楽団に加え、the Harlem Gospel Choirとthe Soweto Gospel Choir、2組のクワイアが参加した、
見どころ満載のコンサート。

アンドレ・リュウ「アンド・ザ・ワルツ・ゴーズ・オン」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オランダ出身、世界一楽しいヴァイ
オリニスト＝アンドレ・リュウ。なんとこの作品にフィーチャーされている「The Waltz Goes On」は、
あのイギリスの名優、アンソニー・ホプキンスが50年以上前に作曲した楽曲。アンソニー・ホプキン
ス本人も観客として登場します。

アンドレ・リュウ「アンドレ・リュウ・アット・シェーンブル
ン」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オランダ出身、世界一楽しいヴァイ
オリニスト＝アンドレ・リュウ。ウィーンのシェーンブルンで行われた、数多くのミュージシャンとコレ
ボレーションした、お祭り騒ぎのような熱狂的ライヴを収録。老若男女問わず楽しめる作品です。

アンドレ・リュウ「ホーム・フォー・クリスマス」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オランダ出身、世界一楽しいヴァイ
オリニスト＝アンドレ・リュウ。クリスマスの名曲を奏でる！家族で楽しめる作品です。

アンドレ・リュウ「ワンダフル・ワールド -ライヴ・イン・
マーストリヒト」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／マーストリヒトのボリソフにて、世界
中から集まった約1万人のファンの前で鮮やかに繰り広げられたコンサートの模様が映像作品に
なりました。1万人の聴衆 を熱狂させたこのゴージャスなイベントを見逃してしまった方も、この映
像を一目見ればアンドレ・リュウの虜になる事間違いなし。

アンドレア・ボチェッリ「シネマ」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／8,000万枚以上のアルバムを売り
上げた今世紀最高峰のテノール歌手、アンドレア・ボチェッリ。2013年リリースの「情熱のラヴ・ソン
グ」以来、約2年ぶりにデイヴィッド・フォスターをプロデューサーとして迎えた2015年作品「シネマ」
は、映画の主題歌を中心に歌われた作品。そのコンサート映像を収録。

アンドレア・ボチェッリ「ライヴ・イン・トスカーナ」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／8,000万枚以上のアルバムを売り
上げた今世紀最高峰のテノール歌手、アンドレア・ボチェッリ。94年にデビューして以来、クラシック
とポップスのチャートを席巻してきた彼の集大成的なコンサートの映像。ケニー・Gやサラ・ブライト
マンら豪華ゲストの登場など、見ごたえ抜群だ。

イーグルス「駆け足の人生 -ヒストリー・オブ・イーグル
ス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／名曲「ホテル・カリフォルニア」を生
んだアメリカのスーパー・バンド、イーグルスのドキュメンタリー。イーグルスはザ・ビートルズやエ
ルヴィス・プレスリーらと並び、アルバムの総売上が1億枚を超える5組のアーティストの中のひと
つ。

イギー・アゼリア「ライヴ・アット・iTunes・フェスティヴァ
ル 2013」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オーストラリアの田舎町、ニュー・
サウス・ウェールズ州のマランビンビー（人口3,000人）で育った白人の少女。その成功は必然だっ
たのか？これまでヒップホップの世界が、よそ者を全く受け入れなかったにも関わらず、イギーは
今をときめく期待の新人MCという地位に上り詰めた。

イギー・アゼリア「ライヴ・アット・ワイヤレス・フェスティ
ヴァル 2014」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オーストラリアの田舎町、ニュー・
サウス・ウェールズ州のマランビンビー（人口3,000人）で育った白人の少女。その成功は必然だっ
たのか？これまでヒップホップの世界が、よそ者を全く受け入れなかったにも関わらず、イギーは
今をときめく期待の新人MCという地位に上り詰めた。

イマジン・ドラゴンズ「スモーク・アンド・ミラーズ・ライヴ」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ラスヴェガスから世界へと大きく羽
ばたき、今やロック界最も話題のロック・バンドとなったイマジン・ドラゴンズ。デビュー・アルバム
「ナイト・ヴィジョンズ」は全世界で400万枚以上、シングル「レディオアクティヴ」で第56回グラミー賞
「最優秀ロック・パフォーマンス」も受賞！

インディア・アリー「イン・セッション・サウンドチェック
2009」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／スティーヴィー・ワンダー、ドニー・
ハザウェイ、ジェームス・テイラー、ボニー・レイット、オリータ・アダムスなどを敬愛する実力派アー
ティスト。デザイナーの母親と、バスケットボール選手の父親、ラルフ・シンプソンの間にマハトマ・
ガンジーと同じ誕生日に産まれた為、彼女をインディアと名付けた。

ヴァネッサ・カールトン「イン・セッション 2004」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／名曲「サウザンド・マイルズ」で知ら
れるシンガー・ソングライター＝ヴァネッサ・カールトン。彼女の貴重なライヴ映像。
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ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

ヴァン・モリソン「イン・コンサート」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2500万枚のアルバムセールスを誇
り、ナイトの称号まで持ち、ロックの殿堂入りも果たしたレジェンド、ヴァン・モリソン。2016年に、彼
の70歳の誕生日に収録されたコンサート。

ウィーザー「イン・セッション 2009」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1994年にデビューし、2001年の通
称「グリーン・アルバム」で大ブレイクを果たし、“泣き虫ロック”と、そのエモーショナルかつユーモ
ラスな楽曲で中毒者を続出させたウィーザー。ヴォーカル＆ギターのリヴァース・クオモは日本人
の女性と結婚し、親日家としても知られている。

ウィーザー「ライヴ 2009」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1994年にデビューし、2001年の通
称「グリーン・アルバム」で大ブレイクを果たし、“泣き虫ロック”と、そのエモーショナルかつユーモ
ラスな楽曲で中毒者を続出させたウィーザー。

ウィーン放送交響楽団「ハリウッド・イン・ウィーン -
ジェームズ・ホーナーの世界」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／映画音楽の名曲の数々を、ウィー
ン放送交響楽団が演奏する人気コンサート企画、「ハリウッド・イン・ウィーン」。今回は「タイタニッ
ク」「アバター」など映画史に残る名サウンドトラックを生み出したジェームズ・ホーナーをフィー
チャー。

エイミー・ワインハウス「エイミー・ワインハウス・アット・
ユーロックス 2007」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／21世紀後のイギリスを代表する
ヴォーカリストの1人、エイミー・ワインハウス。惜しくも2011年にこの世を去ってしまったが、アルバ
ム「バック・トゥ・ブラック」が全世界でブレイクしていた2007年、最高のパフォーマンスが映像で甦
る。

エイモス・リー「ライヴ ・アット・ハングアウト・ミュージッ
ク・フェスト 2014」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ノラ・ジョーンズに見いだされ、2004
年にブルーノート・レーベルよりデビュー。ボブ・ディランの前座を務めるなど、その実力は幅広い
人気を集めている。

エイモス・リー「ライヴ・アット・ボナルー 2014」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ノラ・ジョーンズに見いだされ、2004
年にブルーノート・レーベルよりデビュー。ボブ・ディランの前座を務めるなど、その実力は幅広い
人気を集めている。

エディ・ヴェダー「ウォーター・オン・ザ・ロード」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／The Whoの大ファンであり、チャリ
ティ・ライヴの企画で実際にThe Whoにメンバーとして1日加入したこともある、パール・ジャムのフ
ロントマン、エディ・ヴェダーの初となるソロ映像。パール・ジャム＆ソロのレパートリーを中心に、ボ
ブ・ディランやキャット・スティーヴンスのカヴァーも収録。

エマーソン・レイク・アンド・パーマー「ライヴ・アット・モン
トルー1997」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／イギリスが誇る最強のプログレッシ
ヴ・ロック・トリオ＝ELP。惜しくも2016年にキーボードのキース・エマーソン、ベース／ヴォーカルの
グレッグ・レイクが亡くなってしまったが、そんな彼らの脂の乗り切った1997年のフェスでの映像を
収録。

エルヴィス・プレスリー「エルヴィス・ライヴ：25周年アニ
バーサリー・コンサート」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／エルヴィス・プレスリー没後25周年
を記念し、2002年8月16日にテネシーで行われたコンサートの模様。エルヴィスの映像と共に彼の
バンドメイトがステージに集結。演奏された28楽曲全てと舞台裏の映像等も収録。

エルボー「ライヴ・アット・iTunesフェスティバル 2012」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1998年イギリスのマンチェスターで
結成、一度メジャーレーベルと契約するも、デビューまでには至らず、2001年にV2レコードと契約し
デビュー。2008年リリースのアルバム「セルダム・シーン・キッド」はUK音楽業界関係者が選ぶア
ワード、マーキュリー・ミュージック・プライズを獲得。

エンニオ・モリコーネ「モリコーネ＆タランティーノ・アッ
ト・アビイロード・スタジオ」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／「荒野の用心棒」「夕陽のガンマン」
などマカロニ・ウェスタン映画のサウンドトラックの巨匠、エンニオ・モリコーネと、なんと映画監督の
クェンティン・タランティーノがアビイロード・スタジオで共演。

オーストラリアン・バレエ団「『ロミオとジュリエット』グレ
アム・マーフィー振付」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／巨匠、グレアム・マーフィー振付に
よるシェイクスピアの「ロミオとジュリエット」をオーストラリアン・バレエ団が踊る。

オーストラリアン・バレエ団「『白鳥の湖』グレアム・マー
フィー振付」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／巨匠、グレアム・マーフィー振付に
よるバレエのクラシック、「白鳥の湖」をオーストラリアン・バレエ団が舞う。

カール・ブルーニ「アット・オリンピア」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／サルコジ元フランス大統領の妻とし
て日本で有名だが、本業はモデル、そしてシンガーであるイタリア出身のカール・ブルーニ。2004
年には、フランスのグラミー賞といわれるヴィクトワール・ド・ラ・ミュージックの最優秀女性アーティ
ストに選ばれるなど、実力派シンガーとして知られている。
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カイザー・チーフス「ライヴ・アット・ザ・フィルモア、サン
フランシスコ」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／イギリスのリーズ出身のロックバン
ド「Kaiser Chiefs」のThe Fillmoreでのライブ映像。

キーン「ロック・アン・セーヌ 2009」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2004年のメジャー・デビューアルバ
ムが、シングル「サムウェア・オンリー・ウィー・ノウ」のヒットが後押しし、いきなり全英初登場1位。
2000年代最強の美メロピアノロックバンド、キーン。活動中止となってしまったが、3rdアルバム
「パーフェクト・シンメトリー」リリース時のパフォーマンスを収録。

キッス「ロックス・ヴェガス」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2014年11月、KISSのデビュー40周
年ツアーの一環として行われたラスヴェガスのハードロックホテルでの公演を収録。通常はスタジ
アムなど大規模な会場でライヴを行う彼らだが、なんと4,000人規模のライヴハウスというプレミア
ムなステージ！！

キャサリン・ジェンキンス「キャサリン・イン・ザ・パーク」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ウェールズのスーパースター、メッ
ゾ・ソプラノのキャサリン・ジェンキンスは23歳という若さでユニバーサル クラシックスと契約して以
来、10枚のスタジオ・レコーディングによるアルバムをリリースしている、世界でもっとも多作なクラ
シカル・クロスオーヴァーの歌手である。

クイーン「ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジアム」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2016年9月、祝来日！！数あるク
イーンのライヴ映像の中でも最も高い人気を誇る、1986年に行われた“オリジナル”クイーンとして
のラスト・ツアー“マジック・ツアー”のハイライト、7月11、12日の2日間で15万人を動員したロンド
ン・ウェンブリー・スタジアムでのパフォーマンス！！

クイーン「輝ける日々」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2016年9月、祝来日！！当時のメ
ンバーや関係者への貴重なインタビュー、最新撮り下ろしインタビューなど、見逃せない映像が満
載！2011年5月29・30日に前編・後編にわけて英国BBCにて放送され、その商品化が強く望まれて
いたドキュメンタリーが遂に登場。

クリス・デ・バー「ビューティフル・ドリーム -ライヴ」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1970年代よりイギリス、アイルラン
ドで主に活躍するシンガー・ソングライター、クリス・デ・バー。代表曲“Woman In Red”は数多くの
映画、日本でもドラマに使用される珠玉のバラード・ソングで、全英1位、全米3位を記録。今作は彼
の1995年、オーケストラと共に行ったステージの模様を収録。

クリス・デ・バー「フットステップス -ライヴ・イン・コン
サート」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1970年代よりイギリス、アイルラン
ドで主に活躍するシンガー・ソングライター、クリス・デ・バー。代表曲“Woman In Red”は数多くの
映画、日本でもドラマに使用される珠玉のバラード・ソングで、全英1位、全米3位を記録。今作は彼
の2009年のワールドツアーのステージを収録。

グレゴリー・ポーター「ライヴ・イン・ベルリン」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／グラミー賞最優秀ジャズ・ボーカ
ル・アルバム賞を2度受賞した、現代最高峰の男性ソウル・ジャズ・シンガー、グレゴリー・ポー
ター。2016年5月にベルリンで行われたショウを収録。

ゲイリー・バーロウ「ゲイリー・バーロウ・ライヴ」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／Take Thatのフロントマン、メインソ
ングライターにして、2012年6月、20年以上に渡る音楽業界での活躍と慈善活動により大英帝国勲
章のオフィサー（OBE）をも叙せられたゲイリー・バーロウのソロ・ライヴ。

ゲシュタルト乙女「三色菫」 配信中

2016年1月に、ボーカルのMikan（ミカン）を中心に結成された、台湾出身のロックバンド。ジャンル
を問わないサウンドと、Mikanが日本語で描く独自の世界観を持つ歌詞との融合した楽曲達は、実
験的でありながらも聴いた者の共感を生む。“ゲシュタルト”とは、ドイツ語で「かたち・形態・全体
性」という意味を持つ言葉。

ケルティック・ウーマン「エメラルド -音の宝石-」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／メンバーとファンにとって大切な
「ユー・レイズ・ミー・アップ」「アメイジング・グレイス」等の人気曲や「ダニー・ボーイ」等、ケルトの
愛、国土、喪失、そして希望の物語。人気のマレード・ネスビット（フィドル／ヴァイオリン）、リサ・ラ
ム（ヴォーカル）、ソロとして活躍中のクロエも参加。ライヴは圧巻！

ケルティック・ウーマン「クリスマス・セレブレーション」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／アイルランド出身のスーパーユニッ
ト、ケルティック・ウーマンのクリスマススペシャル映像。大ヒットアルバム「クリスマス・セレブレー
ション」の楽曲に加え、リサの歌唱による新曲1曲と未収録曲2曲を収録。

ケルティック・ウーマン「ソングス・フロム・ザ・ハート」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／撮影場所はアイルランド、ダブリン
郊外のパワーズコート・ハウス＆ガーデン。ケルティック・ウーマンの5人とデヴィッド・ダウンズ、そ
して27人のオーケストラ、20人のゴスペル隊、12人のアオンタス･コラール・アンサンブル、10人のド
ラマー、11人のバグパイプ奏者で繰り広げる一夜限りの幻想的な世界。

ゴッドスマック「ライヴ・アット・ホワイト・リバー・アンフィ
シアター 2014」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フロントマンのサリー・エルナが旧
友と共にバンド活動を行い、幾度にもわたるメンバー変遷を経てゴッドスマックは形成。1998年にメ
ジャー・デビュー・アルバム『ゴッドスマック』を発表。最終的にこのアルバムは全米のみで300万枚
を越すセールスを記録。
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コモン「ライヴ・アット・グラマーシー・シアター 2014」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／グラミー賞受賞アーティストのコモ
ンが初めて映画スクリーンに登場したのは、デイヴ・シャペル主演の2006年ドキュメンタリー映画
『ブロック・パーティ』であった。2007年にはリドリー・スコット監督映画『アメリカン・ギャングスター』
ではデンゼル・ワシントンと共演している。

コルビー・キャレイ「イン・セッション・サウンドチェック
2009」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／カリフォルニアはマリブ育ち、温か
い歌声と優しい音色で女性版ジャック・ジョンソンとの呼び声高いコルビー・キャレイ。デビュー・ア
ルバム『ココ』はアップビートな「バブリー」から優しい雰囲気の「オキシジン」など日本でも大ブレイ
クを果たした。

ザ・スマッシング・パンプキンズ「オセアニア：ライヴ・イ
ン・ニューヨークシティ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／全米アルバム・チャート4位、イン
ディペンデント・チャート1位を記録した7枚目のスタジオ・アルバム『オセアニア』を引っさげ行われ
ていた全米ツアー。NYはブルックリンのバークレイズ・センターで12/10（月）に組まれ行われたス
マッシング・パンプキンズのパワフルな最高のライヴ！

ザ・フー「ザ・キッズ・アー・オールライト」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／THE WHOの「The Kids Are
Alright」の完全版念願のDTS音声を収録！1978年に制作された本作品は、モンタレーポップフェ
ス、ウッドストック、貴重な初期のLIVEパフォーマンス映像を集大成したLIVEドキュメンタリー作品。

ザ・フー「ライヴ・アット・ワイト島・フェスティヴァル
2004」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1970年の伝説のライヴから34年、
再びワイト島のステージに立ったザ・フーを捉えた映像作品が登場！収録されたのは2004年6月
12日、フェス中日のメインステージにて、ヘッドライナーを務めた時のもの。

ザ・フー「四重人格：キャン・ユー・シー・ザ・リアル・
ミー？」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1973年に発表された、The Whoの
傑作アルバム「四重人格」の制作に迫るドキュメンタリー。レコーディングでのセッション、インタ
ビュー、そして当時のライヴ映像も収録された、ファン必見の作品です。

ザ・フー「四重人格：ライヴ・イン・ロンドン」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2013年7月8日の公演では、ザ・
フーは盤石の布陣でアルバムを曲順に完全再現、さらには数々のヒット・ナンバーを演奏するスペ
シャル・セットも加えられた。映像は彼らがホームタウンの観衆を前に「ザ・リアル・ミー」、「ドク
ター・ジミー」など次々にダイナミックなパフォーマンスを繰り広げる姿を捉えた。

ザ・フラテリス「イン・セッション 2007」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ひたすらエネルギッシュかつパワフ
ルなサウンドでロック・シーンに衝撃を与えたスコットランドはグラスゴー出身のガレージ・ポップ・
パンク・バンド、ザ・フラテリス。デビュー・アルバムは全英3週連続2位。iPodのCMソングとしてもお
なじみの大ヒット・シングル「気取りやフラッツ」などが代表曲。

ザ・フラテリス「エッジー・イン・ブリクストン」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／グラスゴー出身のロック・バンド、フ
ラテリスが2007年3月にブリクストン・アカデミーで行なったライヴの模様を収録。ヒット曲「ヘンリ
エッタ」「チェルシー・ダガー」など、ノリノリのナンバーを多数披露している。

ザ・ポーグス「ザ・ポーグス・イン・パリ」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2012年に結成30周年を迎えた、酔
いどれアイリッシュ・フォーク・ロックバンド、ザ・ポーグス。日本にも訪れた30周年記念ツアーのパ
リ、オリンピア劇場での公演を収録。

サイダーガール「パレット」 配信中

炭酸系ロックバンド・サイダーガールの2018年第1弾シングル「パレット」は、2018年春にドラマ化、
そしてさらに映画化（主演・横浜流星、ヒロイン・松風理咲）も決定している、赤瓦もどむ原作の大
ヒット少女コミック『兄友』（白泉社・花とゆめ）の主題歌として、バンド初となる書き下ろしの青春ラブ
ソング。

サム・スミス「ライヴ・アット・iハート・ラジオ・シアター
2014」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／“天使の歌声”、再び--。2015年の
グラミー賞を最多受賞した“声力No.1シンガー”サム・スミスのライヴ作品！

サラ・ブライトマン「ハレム・ワールド・ツアー」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／サラ・ブライトマンが2004年3月に
米・ラスヴェガスで行なったライヴの模様を収録。大ヒットアルバム『ハレム』の収録曲を中心とした
構成で、その美声にとことん酔いしれることができる。豪華な衣装やステージにも注目。

サンタナ「セイクレッド・ファイアー -サンタナ・ライヴ・イ
ン・メキシコ」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1993年5月にデビュー25周年を記
念して母国メキシコで行われたステージの模様を捉えた名作ライヴ映像。「哀愁のヨーロッパ」、
「ブラック・マジック・ウーマン」他、新旧ヴァラエティ豊かな選曲で収録。

ジ・アヴェット・ブラザーズ「ライヴ ・アット・ハングアウ
ト・ミュージック・フェスト 2014」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／セスとスコットのアヴェット兄弟を中
心に結成、グラミー賞授賞式ではボブ・ディランと共演するなど、アメリカでその高い実力で人気を
集めている。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約275本

※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

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

ジ・アヴェット・ブラザーズ「ライヴ Vol.4」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／セスとスコットのアヴェット兄弟を中
心に結成、グラミー賞授賞式ではボブ・ディランと共演するなど、アメリカでその高い実力で人気を
集めている。

ジェイク・バグ「ライヴ・アット・iTunes フェスティヴァル
2012」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／UKの新世代ロック・ヒーロー、ジェ
イク・バグ。その年齢からは予想もつかないプレイ・スタイルは全世代のロック・ファンを熱くさせる。
シンガーとしての才能はもちろん、ギターの腕も超一流！ブルージーなサウンドを利かせるギター
は必見！

ジェイク・バグ「ライヴ・アット・ザ・ロイヤル・アルバート
ホール」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／新世代のロックン・ロール・ヒー
ロー！2012年に英国でもっとも熱い話題となったノッティンガム出身のシンガー・ソングライター
ジェイク・バグ。とことんリアルで、自らの世代の抱える絶望と希望をうたう今最もエキサイティング
なアーティストのライヴ！

ジェイムス・モリソン「ライヴ・アット・Vフェスティヴァル
2012」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／「ジェイムス・モリソン／
Undiscovered」（2006）と「ソングス・フォー・ユー／Songs for You,Trust for Me」（2008／日本発売
は2009年）は合わせて450万枚の売り上げを記録した、新たなUKのスター。

ジェームス・ブラウン「ミスター・ダイナマイト ファンクの
帝王ジェームス・ブラウン」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／「The Hardest Working Man in
Show Business」JBの没後10年（2006年12月25日（満73歳没））記念。ミック・ジャガー制作。関係者
のインタビュー、ビデオ・クリップ、ライヴ映像等を追加収録。

ジェーン・バーキン「スーヴェニアーズ・オブ・セルジュ」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／8mm映像を繋げ、30年以上の別離
をしていたセルジュ・ゲンズブールと当時の家族の思い出を集めた40分のドキュメンタリー映画。
ジェーン自らが制作した本作はセルジュへの思い出と家族の愛にあふれた作品。

ジェーンズ・アディクション「ライヴ・イン・ニューヨークシ
ティ」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2011年10月にCapitol Recordsより
リリースされた4作目のアルバム「The Great Escape Artist」をサポートするツアーの模様を収録。
2012年12月29日“Theatre of the Escapists”と銘打たれた北米ツアーのニューヨーク公演を収録。

ジェニファー・ロペス「ダンスアゲイン」 配信中
字幕／本作は、ジェニファー・ロペスが2012年に行った大規模なワールド・アリーナ・ツアーの公式
ドキュメンタリーフィルム。彼女のヒット曲のライブ映像を始め、ツアー中のジェニファー・ロペスや
スタッフへの密着映像を通して、彼女たちが日々直面する様々なドラマを映し出していく。

ジェネシス「ライヴ・アット・ウェンブリー -インヴィジブ
ル・タッチ・ツアー」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／世界的に大ヒットを果たし、日本国
内でも表題曲が人気のAL「インヴィジブル・タッチ」発売後に行われた「インヴィジブル・タッチ・ツ
アー」の、ロンドン・ウェンブリースタジアム公演を収録。「インヴィジブル・タッチ」はもちろん、「混迷
の地」、「ママ」「ザッツ・オール」など人気曲を披露！！

ジェフ・ヒーリー・バンド「ライヴ・イン・ベルギー」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／盲目であることで知られ、膝にギ
ターを乗せギターをプレイするという独特なスタイルで信じられないようなフレーズを弾き出すジェ
フ・ヒーリー率いるバンドがベルギーで行った白熱のライヴを収録。

ジャック・ジョンソン「コンサート -ライヴ・ヒッツ・コレク
ション」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／映像には、嵐のUK、ニューキー
や、超満員のロンドン・ハイド・パークでのライヴなど、愛と感動に満ちたヨーロッパ・ツアーの模様
を収録！インタビュー映像など、ツアー中のオフショット・シーンも満載でロード・ムービー的要素も
盛り込まれている作品！

ジョン・フォガティ「ザ・ロング・ロード・ホーム -ザ・コン
サート」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／元CCRのメンバー、そして今も活躍
をし続ける伝説的シンガー・ソングライター、ジョン・フォガティ。「雨を見たかい」「フール・ストップ・
ザ・レイン」など、彼の代表的な曲を惜しげもなく披露しまくる、2005年9月、ロサンゼルスでの公演
を収録。

ジョン・マーティン「アット・ザ・BBC」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フォーク、ロック、ジャズを飛び越え
幅広い音楽性を持つイギリスのシンガー・ソングライター、ジョン・マーティン。2009年には大英帝
国勲章を受章、しかし惜しくも同年にこの世を去ってしまった。そんなジョンの歴史をたどる、1970
年代から80年代のBBCでのスタジオ・ライヴ・パフォーマンスを収録。

ジョン・メレンキャンプ「イン・セッション・サウンドチェック
2007」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／アメリカン・ロック・シーンを代表す
るアーティスト、ジョン・メレンキャンプ。初期のロック兄ちゃん風のサウンドも捨てがたいが、「スケ
アクロウ」以降のドライな作品が大人の色香を感じさせる。

シン・リジィ「ライヴ・アンド・デンジャラス」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ブライアンとスコットが在籍した黄
金期のグループの、ベスト・トラックが選曲された名ライヴ・アルバム。ライヴ・バンドとしての実力
が存分に堪能できる。オリジナルは1978年リリース。
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ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

シンプル・マインズ「アコースティック・イン・コンサート」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1977年にスコットランドのグラス
ゴーで結成、ニュー・ウェーヴの流行とともに世界中にその音楽のファンを増やしていったシンプ
ル・マインズ。今も最前線で活躍する彼らのアコースティック・ライヴを収録。

ズッケロ「ZU＆CO. -ライヴ・アット・ザ・ロイヤル・アル
バート・ホール」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／日本では布袋寅泰との競演が記
憶に新しい、イタリアの国民的ブルース・シンガー、ズッケロ。彼の数々の名曲を超豪華アーティス
トが競演し、再現！エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、B.B.キング、ジョン・リー・フッカー、そして
Queenのブライアン・メイ！まさにギタリストのドリーム・チーム！

スティーヴィー・ワンダー「ライヴ・アット・ラスト」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1959年創立の伝説的なレーベル、
モータウン所属の至宝、スティーヴィー・ワンダーの初となるオフィシャル・ライヴ映像！この記念
すべきライヴ映像が収録されたのは2008年10月、ロンドンのO2アリーナ。10年以上訪れていな
かったヨーロッパを久し振りにツアーした際のライヴ映像。

スティング「ライヴ・アット・オランピア、パリ」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／最高のスティング、最高の名演！
世界各国で大好評！13年ぶりのロック・アルバム『ニューヨーク9番街57丁目』のワールド・ツアー。
2017年4月のパリ公演を収録。

スティング「ライヴ・イン・ベルリン」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／祝！！2017年6月来日！！スティ
ングが英国の名門楽団、ロイヤル・フィルハーモニック・コンサート・オーケストラと共演、2010年9
月21日のドイツ・ベルリン公演を収録。THE POLICEの楽曲もソロの楽曲も、オーケストラ・アレンジ
で新たな魅力を輝かせています！！

スティング「ラスト・シップ」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／スティングが、故郷を舞台にした
ミュージカルのために書き下ろした最新アルバム『ザ・ラスト・シップ』（2013）の発売記念として2013
年10月2日にニューヨークで行われたスペシャル・ライヴが映像作品としてリリース！

ステレオフォニックス「ライヴ・アット・Vフェスティヴァル
2010」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ウェールズ出身、そのUKロックとは
思えない骨太のロックサウンドを紡ぎ出す2000年代を代表するエモーショナル・ロック・バンド＝ス
テレオフォニックス。日本でも根強い人気を誇り、フジロック・フェスティバルにも何度も登場してい
る。

ステレオフォニックス「ライヴ・アット・Vフェスティバル
2008」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ウェールズ出身、1999年発表の
2ndアルバムからなんと5作連続で全英1位を獲得するなど、UKではスタジアム級ロックバンドとし
て国民的人気を誇る。UKロック・バンドの中でも際立ってエッジの効いたパワフルなギターサウンド
が特徴で、日本でもUKロック・ファン以外からも幅広く人気を集めている。

ストレイテナー「Braver」 配信中
TVアニメ『アンゴルモア元寇合戦記』オープニング曲。10月17日（水）に“ファンが選ぶ”究極のベス
トアルバムの発売を控えている。

ストレイテナー「The Future Is Now」 配信中
今年、メジャーデビュー15周年、バンド結成20周年を迎えるストレイテナー。2017年10月にリリース
しロングセールスを記録しているトリビュートアルバム「PAUSE -STRAIGHTENER Tribute Album-
」、そして11月にリリースした秦 基博とのコラボシングル「灯り」で、ファン層を大きく拡大。

ストレイテナー「タイムリープ」 配信中
今年、メジャーデビュー15周年、バンド結成20周年を迎えるストレイテナー。記念すべきアニバー
サリーイヤー1発目のリリースは、バンド単体として2年ぶりとなるNEW SINGLE！

スノウ・パトロール「イン・セッション 2004」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／スコットランドのグラスゴーを拠点
に、2003年発表のメジャーデビュー・アルバム「ファイナル・ストロー」収録の「ラン」がスマッシュヒッ
トし、人気を一気に高めた。映画「スパイダーマン3」のサントラに曲を提供したり、TV番組のタイ
アップもあり、日本での人気も高い。

スノウ・パトロール「イン・セッション 2008」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／北アイルランドとスコットランド出身
のメンバーから成る英国の5人組。中でも「チェイシング・カーズ」（※2006年の4作目『アイズ・オー
プン』／原題：Eyes Open 収録）は、104週という驚異的な長期間にわたって全英チャート75位以内
に留まり続けた。

スノウ・パトロール「ライヴ・アット・サマセット・ハウス」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／全世界アルバム・トータル・セール
ス1100万枚突破！心にしみいる美メロ・ロックの雄 スノウ・パトロール。ディストーションの効いた
ギター・ポップ／ロック・サウンドが心地好い、英国で行なった野外ライヴの模様を収録。

スパイス・ガールズ「ガール・パワー！-ライヴ・イン・イ
スタンブール」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／全世界31ヵ国でNo.1という驚異的
なセールスを記録したデビュー・シングル「ワナビー」をはじめ､世界中のチャートを占拠した大ヒッ
ト曲を網羅したスパイス・ガールズ。1997年10月にトルコのイスタンブールで行われたライヴを収
録。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約275本

※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

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

スパイス・ガールズ「ライヴ・アット・ウェンブリー・スタジ
アム」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／全世界31ヵ国でNo.1という驚異的
なセールスを記録したデビュー・シングル「ワナビー」をはじめ､世界中のチャートを占拠した大ヒッ
ト曲を網羅したスパイス・ガールズ。1998年11月にイギリスのウェンブリー・スタジアムで行われた
ライヴを収録。

スラッシュ, マイルス・ケネディ・アンド・ザ・コンスピレ
ターズ「ドライヴィング・レイン」

配信中

1965年ロンドン生まれ。11歳で米LAに移住。15歳の頃からギターを始める。1985年ガンズ・アンド・
ローゼズに加入、87年「アペタイト・フォー・ディストラクション」でデビュー。全米1位“スウィート・チャ
イルド・オブ・マイン”他数々のヒット曲を生むと同時に、世界を代表するハード・ロック・バンドとして
君臨する。

ダーティ・プリティ・シングス「ダーティ・プリティ・シングス
-ロック・オン・セーヌ 2006」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ピート・ドハーティとともにリバ
ティーンズで活躍したカール・バラーの新バンド。アラン・マッギーが力を入れているバンドで、英国
では話題となった彼らのフランスでのフェスのライヴ映像。

ダーティ・プリティ・シングス「パフィン・オン・ア・コフィン
-ライヴ・アット・ザ・フォーラム」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ピート・ドハーティとともにリバ
ティーンズで活躍したカール・バラーの新バンド。アラン・マッギーが力を入れているバンドで、英国
では話題となった彼らのデビュー直後のライヴ。

ダスティ・スプリングフィールド「ライヴ・アット・BBC」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1960年代“スウィンギン・ロンドン”
を彩ったブルー・アイド・ソウルの歌姫、ダスティ・スプリングフィールドの若かりし時代のTVライヴ
映像集。BBCが有するアーカイヴの中からベスト映像が厳選されており、ゲスト・アーティストも必
見の大物揃いだ。

ティアーズ・フォー・フィアーズ「シーンズ・フロム・ザ・
ビッグ・チェア」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1985年発表の2ndアルバム『ソング
ス・フロム・ザ・ビッグ・チェア』で世界的な成功を収めたティアーズ・フォー・フィアーズの全盛期の
ライヴを収録した映像集。プロデューサー、クリス・フューズの未公開インタビューも特別収録。

デイヴィッド・ギャレット「ミュージック・ライヴ・イン・コン
サート」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ポップ界のパガニーニ、ヴァイオリ
ン界のジミ・ヘンドリクス、デイヴィッド・ギャレット！クラシックとロックをクロスオーヴァーさせた衝
撃的なサウンドで、ロック界でも人気沸騰中の鬼才。

デイヴィッド・ギャレット「ロック・シンフォニー」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／Classics get Rocked！クラシックと
ロックの衝撃的な出会い！！クラシックとロックをクロスオーヴァーさせて、新たな歴史を切り開く
鬼才デイヴィッド・ギャレット！！既成概念をぶち破ったロック・スピリット溢れる孤高のスーパー・
ヴァイオリニストの演奏は圧巻！！

ディエクス・ベントレー「イン・セッション・サウンドチェッ
ク 2012」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／グラミー賞、CMAなど、カントリー・
ミュージックのアワードでは必ずその名前を見るディエクス・ベントレー。新世代のカントリー界のス
ターとしてその名を轟かせている。

ディエクス・ベントレー「ライザー」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／グラミー賞、CMAなど、カントリー・
ミュージックのアワードでは必ずその名前を見るディエクス・ベントレー。新世代のカントリー界のス
ターとしてその名を轟かせている。

テイク・ザット「ザ・サーカス・ライブ」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フットボールの聖地、ウェンブリー・
スタジアムでの熱狂的な“The Circus Live”のツアー・ファイナル伝説のAbbey Road Studiosでの
親密なライヴ・パフォーマンスを収録。

テイク・ザット「プログレス・ライヴ」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オリジナル・メンバーでの再結成を
果たしたTake Thatの2010年11月発表のアルバムを引っ提げて行われたライヴを収録。ツアーの
チケットはなんと15分で売り切れ、まさに黄金期を彷彿させる盛り上がりと、ファンの期待を100％
裏切らない内容。

テイク・ザット「ライヴ 2015」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／デビューから25年、今もUKの音楽
シーンを牽引する国民的ボーイズ・バンド、Take That。3人体制になってからの初ライヴ作品。

テイク・ザット「ライヴ・イン・マンチェスター」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ロビー・ウィリアムスを除いて再結
成された、テイク・ザットのライヴ映像作品。50万人を動員した2006年夏のツアーから、マンチェス
ターでのステージを収録。「PRAY」や「エヴリシング・チェンジズ」など、往年のヒット曲が甦る。

テイク・ザット「ルック・バック、ドント・ステア -ア・フィル
ム・アバウト・プログレス」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／オリジナル・メンバーでの再結成を
果たしたTake Thatの2010年11月発表のアルバム「プログレス」。そのUKポップ・ミュージック界に
激震を起こした奇跡のドキュメンタリー。
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【2019年5月】
配信本数：約275本

※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。
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ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

デヴィッド・ギャレット「ミュージック・ライヴ・イン・コン
サート」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／欧米で人気沸騰中！！天才ヴァイ
オリニストとして名をとどろかせているデヴィッド・ギャレットのコンサート。

トラジカリー・ヒップ「トラジカリー・ヒップ・イン・ボブケイ
ジョン」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／カナダの国民的フォーク・ロックバ
ンド、トラジカリー・ヒップ。その人気は通りの名前になるほどだが、2016年5月にヴォーカリストの
ゴード・ダウニーが末期の脳腫瘍であることを公表し、その年の8月に最後の公演を開催し話題と
なったのは記憶に新しい。

ナイトウィッシュ「フロム・ウィッシュ・トゥ・エタニティ」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フィンランドの国民的女性シンフォ
ニック・メタル・バンド、ナイトウィッシュ。2000年12月9日にフィンランドの都市、タンパーレで行われ
た公演を収録。惜しまれつつ脱退した、カリスマ的女性ボーカリスト、ターヤのオペラティック・ボー
カルは鳥肌モノ！！

ナイン・インチ・ネイルズ「ビサイド・ユー・イン・タイム」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／作品を生み出すごとに新たな世界
を切り拓く鬼才、トレント・レズナー。本作は、2006年の北米ツアーやミュージック・ビデオなどを収
めた映像作品。

ナナ・ムスクーリ「ライヴ・アット・ロイヤル・アルバート・
ホール」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ギリシャの人気シンガーによるロン
ドンのロイヤル・アルバート・ホールでのライヴ映像。

ニーヨ「イン・セッション・サウンドチェック 2008」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／グラミー賞3度受賞。シンガーソン
グライター／プロデューサーとしてその豊かな才能を幅広く発揮し、マイケル・ジャクソン、ビヨン
セ、リアーナなど、コラボレートしたアーティストも幅広い。ネバダ州ラスベガスにて家族全員がシン
ガーという音楽一家の家庭環境で育つ。

ハート＆ロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラ「ラ
イヴ・アット・ザ・ロイヤル・アルバート・ホール」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2016年6月にロイヤル・アルバー
ト・ホールにて行われた、ロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラとのライヴ。「マジック・マン」
「バラクーダ」「アローン」など、あのハートの名曲がオーケストラ・アレンジで甦る！！

ハート「アライヴ・イン・シアトル」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／アン、ナンシーのウィルソン姉妹が
率いるアメリカのロックバンド、ハートのデビュー30周年記念作品。女性とは思えない声量のパン
チの効いたヴォーカルのアンと、これまた女性とは思えないロックなギター・プレイに定評のあるナ
ンシー、最高のロック姉妹に乾杯！

パヴァロッティ＆フレンズ「パヴァロッティ＆フレンズ -
フォー・ウォー・チャイルド」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／3大テノールでも知られる、世界最
高峰のクラシック男性ヴォーカリストのパヴァロッティが、戦争で傷ついた子供たちのために、エ
リック・クラプトン、エルトン・ジョン、シェリル・クロウ、3大テノールらと競演。当時、6月29日の東京
公演（国立競技場）を皮切りに世界ツアー。

パヴァロッティ＆フレンズ「パヴァロッティ＆フレンズ -
フォー・カンボジア・アンド・チベット」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／3大テノールでも知られる、世界最
高峰のクラシック男性ヴォーカリストのパヴァロッティが、エンリケ・インレシアス、カエターノ・ヴェ
ローゾ、トレイシー・チャップマン、ユーリズミックス等様々なジャンルのアーティストと共に行われた
チャリティ・ライヴ。

パヴァロッティ＆フレンズ「パヴァロッティ＆フレンズ -
フォー・グアテマラ・アンド・コソボ」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／3大テノールでも知られる、世界最
高峰のクラシック男性ヴォーカリストのパヴァロッティが、グアテマラとコソボの子供たちへのチャリ
ティのために、マライア・キャリー、B.B.キング、ライオネル・リッチー、リッキー・マーティンらと競演。

パヴァロッティ＆フレンズ「パヴァロッティ＆フレンズ -
フォー・ザ・チルドレン・オブ・ボスニア」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／3大テノールでも知られる、世界最
高峰のクラシック男性ヴォーカリストのパヴァロッティが、ボスニアの子供たちのために、U2ボノ、
ジ・エッジ、ブライアン・イーノ、クランベリーズのドロレス、マイケル・ボルトン等の超豪華アーティス
トと競演。

パヴァロッティ＆フレンズ「パヴァロッティ＆フレンズ2」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／3大テノールでも知られる、世界最
高峰のクラシック男性ヴォーカリストのパヴァロッティが、ブライアン・アダムス、アンドレア・ボチェッ
リ、そしてマイケル・ケイメンをコンポーザーに迎え、一流のアーティストと共に行われたチャリティ・
ライヴ。

バスティル「ライヴ・アット・ハングアウト・ミュージック・
フェスト 2014」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2010年にデビュー、いきなり1stア
ルバム「バッド・ブラッド」が全英1位、シングル「ポンペイ」は全米5位を獲得するなど、全世界でブ
レイク。注目の新世代UKロック・バンド。

パトリツィオ・ブアンネ「イタリアン：ライブ・イン・コンサー
ト」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／17歳でローマ法王と85,000人の聴
衆の前で歌声を披露した、若きイタリアン・バリトンシンガー、パトリツィオ・ブアンネ。その魅惑の
ヴェルベット・ヴォイスとハンサムなルックスを堪能できる映像作品です。
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ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

パパ・ローチ「シカゴ殺人ライヴ」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2000年代アメリカ、モダン・ヘヴィネ
ス／ヘヴィ・ロック界の人気バンド、パパ・ローチが2005年にシカゴで行なったライヴの模様を収録
した映像集。

パルプ「フィーリング・コールド・ライヴ」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1996年のアルバム『コモン・ピープ
ル』が大ヒットを記録したパルプの1995年12月21日、ブリクストン・アカデミーにて収録されたライヴ
映像。

ピート・タウンゼント＆ディープ・エンド「フェイス・ザ・フェ
イス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／The Whoのギタリスト、ピート・タウ
ンゼントが、Pink Flyodのギター／ヴォーカルのデイヴ・ギルモア、TOTOのメンバーでもあり、メタ
ルからJAZZまで幅広くセッション活動をしているドラマー、サイモン・フィリップスを迎え、総勢17人
編成で行われたプロジェクトのライヴ映像。

ビョーク「メイキング・オブ・メダラ」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フジロック2017に出演が決定した
ビョークの2004年発表のアルバム「メダラ」のメイキング映像。人間の声のみ“ヒューマン・ビート・
ボックス”でバックトラックを制作したりなど、奇想天外の発想で作られたアルバムの裏側を探る。

フアネス「Tr3sプレゼンツ フアネス・エムティービーアン
プラグド」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／コロンビアの伝統音楽であるバ
ジェナート＆グアスカやラテン・ミュージックのボレロ、タンゴ、ランチェラ、クンビア等とハード・ロッ
ク、パワー・ポップをミックスさせた独自のサウンドで世界中のファンを魅了するJuanesのライヴ。

フアネス「ミ・プラン・ソン・アマルテ」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／全世界で1500万枚以上のアルバ
ムを売り、2000年代最高のラテン・ロックスターと呼ばれるフアネス。日本でも来日プロモーション
によるTV出演などで高い人気を獲得。情熱的かつ甘い歌声と、ラテンフレイヴァー全開のギター
サウンドがクセになる。

フィル・コリンズ「ライヴ・アット・モントルー 1996」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フィル・コリンズのモントルー・ジャ
ズ・フェスティバル公演の中でもベストと評される1996年を映像化。多数のヒット曲を披露する。

ブライアン・アダムス「ウェンブリー 1996 ライヴ」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2017年に、5年ぶりの来日を果たし
た80年代を代表するロック・シンガー、ブライアン・アダムス。近年では写真家としても活躍するな
ど、その魅力は衰えることを知らない。この映像作品は、1996年にイギリスのウェンブリーで行わ
れたライヴを収録。

ブライアン・アダムス「ライヴ・アット・シドニー・オペラ・
ハウス」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2017年1月に、5年ぶりの来日を果
たす80年代を代表するロック・シンガー、ブライアン・アダムス。近年では写真家としても活躍する
など、その魅力は衰えることを知らない。2011年にオーストラリアのシドニーにある、かの有名なオ
ペラ・ハウスで行われた、ヒット曲満載のライヴの模様を収録。

ブライアン・アダムス「ライヴ・イン・リスボン」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2017年1月に、5年ぶりの来日を果
たす80年代を代表するロック・シンガー、ブライアン・アダムス。ブライアン・アダムスのリスボン公
演を記録したライヴ映像作品。デビュー25周年を迎えた彼のグレイテスト・ヒッツともいえるベストな
選曲が楽しめる。

プラシーボ「MTV アンプラグド」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／妖美な容姿を持つカリスマ、ブライ
アン・モルコ率いる現UKシーン最高峰のロック・トリオ、プラシーボ。個性派ひしめくUKロック・シー
ンの中でも異彩を放つ彼らのアンプラグドLIVE！

フランク・シナトラ、ジーン・ケリー「オール・ブルー・アイ
ズ・イズ・バック」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／同タイトルのアルバムを発売した
1973年、ジーン・ケリーをゲストに迎え行われたTVショーの模様を収録。なんと、ジーンとは30年ぶ
りの共演。「君こそ我が音楽」「テイク・ミー・アウト・トゥ・ザ・ボール・ゲーム」「ストリート・オブ・ドリー
ムズ」などの名曲を披露。

フランク・シナトラ、ビング・クロスビー「ハッピー・ホリデ
イズ・ウィズ・フランク＆ビング」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／第二次世界大戦以前から活躍し、
20世紀のアメリカを代表するシンガー、フランク・シナトラ。クリスマスの特別企画として1957年12月
20日にテレビ放送された、彼が尊敬してやまないシンガー、ビング・クロスビーとの夢の競演を収
録。クリスマス・ソングのスタンダードを2大シンガーが歌う。

フランク・シナトラ「イン・コンサート・アット・ザ・ロイヤ
ル・フェスティバル・ホール」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1970年11月に収録され、1971年2
月にテレビ放送された、ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホールでの公演。グレース・ケリーに
紹介されステージに立ち、「マイ・ウェイ」「あなたはしっかり私のもの」「ユー・メイク・ミー・フィール・
ソー・ヤング」などを披露。

フランク・シナトラ「ヴィンテージ・シナトラ」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／第二次世界大戦以前から活躍し、
20世紀のアメリカを代表するシンガー、フランク・シナトラ。1950年代に出演したテレビ番組でのパ
フォーマンスを収録。「カム・フライ・ウィズ・ミー」「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」など代表曲も披
露。



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約275本

※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

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

フランク・シナトラ「ザ・メイン・イベント」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1974年、ニューヨークのマジソン・
ガーデンで行われた公演を収録。エルヴィス・プレスリーをはじめ、数多くのシンガーにカバーされ
た名曲「マイ・ウェイ」、他「レイディ・イズ・ア・トランプ」「リロイ・ブラウンは悪い奴」を披露。

プレイング・フォー・チェンジ「プレイング・フォー・チェン
ジ」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／「音楽を通じて世界を結びつけ、平
和をもたらす」ムーヴメントとして世界中で脚光を浴び続けるプレイング・フォー・チェンジ。日本で
も某テレビCMで有名になり、そのボーダーレスな魅力が話題になったのは記憶に新しい。

ベン・ハーパー＆ジ・イノセント・クリミナルズ「ライヴ・
アット・ザ・ハリウッドボウル」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2006年にリリースした『ボウス・サイ
ズ・オブ・ザ・ガン』は全米チャートでトップ10入り、日本でも10万枚に迫るセールスを記録するなど
大ヒットを記録。またジャック・ジョンソンの才能をいち早く見出すなど「サーフ・ミュージック」のアー
ティストとも交流が深く、シーンからも絶大な支持を獲得している。

ベン・ハーパー、ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマ
「ライブ・アット・ジ・アポロ」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／共作アルバム『there will be a
light』で2004年のアカデミー賞3部門でノミネートされた彼らのライヴ。異色の組み合わせでありな
がら、極めて高い完成度。ソウルフルな演奏をご堪能ください。

ポーティスヘッド「PNYC ローズランド・ライヴ」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1991年にイギリスのブリストルで結
成された90年代を代表するトリップ・ポップ・バンド。1997年、ニューヨークのローズランドで行われ
たライヴ。

ポール・ウェラー「ライヴ・アット・ザ・ロイヤル・アルバー
ト・ホール2010」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／The Jam、The Style Council、そし
てソロ活動と、キャリアを積むごとに新しいスタイルを取り入れ、UKのロックシーンに多大な影響を
与え続けるポール・ウェラー。2010年のロイヤル・アルバート・ホールにて行われたライヴの様子を
収録。

ホセ・カレーラス、プラシド・ドミンゴ、ルチアーノ・パヴァ
ロッティ「THE ORIGINAL THREE TENORS -3大テノー
ル第1回コンサート- 20周年記念スペシャル・エディショ
ン」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1990年ワールドカップの前夜、世
界3大テノールの3人が初めて共演したイタリアのローマで行った伝説的コンサートの20周年記念
リマスター映像。

ボブ・ディラン「ノー・ディレクション・ホーム」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2005年に公開され、グラミー賞「最
優秀長編ミュージックビデオ賞」を受賞した“ロック史上最重要ドキュメンタリー作品”といわれる
マーティン・スコセッシ監督作品。2016年にはノーベル文学賞を受賞したボブ・ディランの初の本格
的な自伝的長編ドキュメンタリーとして有名な作品。

ボブ・マーリー＆ザ・ウェイラーズ「エキソダス・ライヴ・
アット・ザ・レインボー -30周年記念エディション」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1977年6月、既に伝説と化している
ライヴを収めた映像作品。ライヴ映像と、当時の貴重な映像など収録した30周年記念バージョン。

ポリス「サーティファイアブル」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／祝！！2017年6月、スティング来
日！！2007年12月、ブエノス・アイレスで行われた30周年記念の再結成ライヴの模様を収録。「見
つめていたい」「ロクサーヌ」「孤独のメッセージ」など、あの数々の名曲が、ロック界最強のトリオの
圧巻の演奏力によって蘇る！！

ボン・ジョヴィ「ホエン・ウィー・ワー・ビューティフル」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／フロントマンのジョン・ボン・ジョ
ヴィ、そして見事なギター・プレイとコーラスで楽曲に彩を加えるバイプレイヤー、リッチー・サンボラ
率いるボン・ジョヴィ。2008年の「ロスト・ハイウェイ」のツアーの様子を追ったライヴ・ドキュメンタ
リー作品。

ボンベイ・バイシクル・クラブ「ライヴ・アット・ザ・ウィル
ターン 2014」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／イギリス、ロンドン出身、ギターロッ
クだけには捕らわれない、フォーク、エレクトロなども取り入れた幅広い音楽性が特徴。2014年発
表のアルバムは全英1位を獲得。惜しくも活動休止となってしまったが、日本でもフジロックで来日
公演を行うなど、人気が高い。

マシュー・ボーン「『眠れる森の美女』マシュー・ボーン
振付、ニュー・アドベンチャーズ（2013）」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／マシュー・ボーンが世紀の名作で
復活。1992年の男性版「白鳥の湖」で一世を風靡し、2007年の「ドリアン・グレイ」後、長い沈黙を
守っていたマシュー・ボーンが不死鳥のごとく蘇り、独自の世界観で染め上げた名作「眠りの森の
美女」を持って、われわれの元に帰って来ました。

マックス・リヒター「リコンポーズド・バイ・マックス・リヒ
ター -ヴィヴァルディ：「四季」」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／多くの人に愛され、演奏されるヴィ
ヴァルディの「四季」。イギリス出身のマックス・リヒターによって新たに解釈され、鮮やかによみが
える。

マムフォード＆サンズ「ザ・ロード・トゥ・レッド・ロックス」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／デビューアルバムを800万枚以上
売り上げ、若手フォーク＆ブルーグラス・バンドとして、最も成功を収めているマムフォード＆サン
ズ。アルバム発売前の8月にコロラド州にあるレッド・ロックス円形野外劇場（約9000人収容）で行
なったライヴの模様を収録した、その名も『ザ・ロード・トゥ・レッド・ロックス』



2019年4月12日現在

【2019年5月】
配信本数：約275本

※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

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

マムフォード＆サンズ「ライヴ・イン・サウス・アフリカ：ダ
スト・アンド・サンダー」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2ndアルバム「バベル」は英米で初
登場1位を記録、グラミー「最優秀アルバム賞」を受賞、絶大な人気と実力を勝ち得たイギリス出身
のフォーク・ロック・バンド、マムフォード＆サンズ。南アフリカでのツアーの様子を収録。

マライア・キャリー「アドヴェンチャーズ・オブMIMI」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／2006年大成功を収めたツアーから
カリフォルニアで行われたツアーのドキュメンタリーを収録。ステージとは違う素顔のマライアの魅
力も満載。また、カラオケも収録！マライアと一緒に歌おう！踊ろう！

マライア・キャリー「アドベンチャーズ・オブMIMI」 配信中

※一部、ノイズ等お見苦しい個所がございます。また、本編に字幕・吹替はございません。予め、
ご了承ください。／2006年カリフォルニアで行われたライヴ映像を14台のカメラを駆使して、圧倒的
な迫力で収録！『MIMI』からの大ヒット・シングル「ウィ・ビロング・トゥゲザー」はもちろん、「ヒー
ロー」などの代表曲も含む約80分のライヴ映像！

マリーザ・モンチ「ヴェルダーヂ・ウマ・イルザゥン」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ブラジル、リオ・デ・ジャネイロ出身
のシンガー。2011年前作「あなたが本当に知りたいこと」の大ヒットを経て、2012-2013年に渡りブラ
ジル各地でライブ・ツアーを敢行。そのツアーから2013年8月3日、リオ・デ・ジャネイロ市立芸術劇
場大ホールで開催されたステージを収録。

ミーカ「ライヴ・アット・ホーム」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／MIKA（ミーカ）本名：Michael
Holbrook Penniman,Jr.、1983年8月18日生まれ。レバノン出身で現在ロンドン在住のシンガー・ソン
グライター／プロデューサー／グラフィック・デザイナー。デビュー作は世界で600万枚以上の売り
上げを記録。

ミートローフ「3バッツ・ライヴ」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／世界で4,300万枚以上売れたアル
バム「地獄のロック・ライダー」のヒットで知られるオペラロック・アーティスト、ミートローフ。2007年
のカナダのオンタリオ州で行われたライヴを収録。

ミッシェル・ポルナレフ「ツェ（リ）ツアー 2007」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1960年代のフレンチポップ界最大
のスター、日本でも「シェリーに口づけ」のヒットで知られるミッシェル・ポルナレフ。特徴的な大きな
白いサングラスと独特なファッションのミステリアスなルックスでアイドル的な人気も高い。

メアリー・J.ブライジ「イン・セッション サウンドチェック
2010」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1992年デビュー作『ホワッツ・ザ・
411？』のリリースから25年…8枚のマルチ・プラチナム・アルバム、グラミー受賞等々…。今なお
“クイーン・オブ・ヒッツホップ・ソウル”の座を誰にも譲ることなく女王街道を進み続け、その伝説は
まだ終わることがないメアリー・J.ブライジ。

メアリー・J.ブライジ「ライヴ 2006」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1992年デビュー作『ホワッツ・ザ・
411？』のリリースから25年…8枚のマルチ・プラチナム・アルバム、グラミー受賞等々…。今なお
“クイーン・オブ・ヒッツホップ・ソウル”の座を誰にも譲ることなく女王街道を進み続け、その伝説は
まだ終わることがないメアリー・J.ブライジ。

メガデス「破滅へのカウントダウン：20周年記念ライヴ」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1992年にリリースされ、全米アルバ
ム・チャートで最高2位、全米だけで200万枚以上のセールスを記録するメガデス最大のヒット作と
なった傑作アルバム『破滅へのカウントダウン』の発売20周年を記念して、2012年11月-12月にか
けて全米で行われたライヴ作品。

ライズ・アゲインスト「ジェネレーション・ロスト」 配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／99年にシカゴで結成されたライズ・
アゲインスト。トラディショナルな西海岸メロコア・サウンドに、社会的なメッセージを乗せた音楽性
が特徴。そんな彼らの活躍とパンクシーンを描いたドキュメンタリー作品。

リンゴ・スター アンド・ヒズ・オール・スター・バンド「リン
ゴ・アット・ザ・ライマン 2012」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／まさにAll Star！！リンゴ・スター
（Dr・Vo）、スティーヴ・ルカサー（G・Vo）、トッド・ラングレン（G・Vo）、グレッグ・ビソネット（Dr）とい
う、Super Starを引き連れたリンゴ・スターの豪華ライヴ！リンゴの72歳の誕生日にナッシュビルの
ライマンにて収録。

リンゴ・スター＆ザ・ラウンドヘッズ「リンゴ・スター＆ザ・
ラウンドヘッズ ライブ」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／祝！！2016年10月来日！！元
ビートルズのドラム。リンゴ・スターが自身のバンド、ザ・ラウンドヘッズを率いてイリノイ州ウォーキ
ガンのジェネシー・シアターで行ったライヴを収録。ビートルズの楽曲も多数披露し、彼の魅力が濃
縮された傑作ライヴ作品。

ルーファス・ウェインライト「ライヴ・アット・ワイヤレス・
フェスティヴァル」

配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／1973年7月22日ニューヨークで
フォーク・シンガー、ロードン・ウェインライト三世とシンガーソングライターである母親ケイト・マック
ギャリグルの間という音楽一家に生まれ、1998年にでデビューし大成功を収めたルーファス・ウェ
インライトのライヴ作品。

レイザーライト「レイザーライト -トランムジカルズ・ドゥ・
レンヌ 06」

配信中
※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／静寂と喧騒。目を閉じれば浮かん
でくる情景。UKを代表するロック･バンドが辿り着いた新境地が、ここにある。アルバム毎に評価を
上げていくイギリスの国民的ロック・バンドの2006年のライヴ映像。
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【2019年5月】
配信本数：約275本

※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
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開始

内容

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

ロキシー・ミュージック「ザ・ハイ・ロード」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／その独特なダンディな世界観、クー
ルな演奏で70年代から活動を開始し、一度解散をするも復活、80年代に大活躍をした、ブライア
ン・フェリー率いるロック・バンド、ロキシー・ミュージック。80年代を代表する傑作アルバム「アヴァ
ロン」発表時の、1982年のライヴ映像を収録。

ロビー・ウィリアムズ「ライヴ・イン・タリン」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／Take Thatのメンバーとして活躍
し、1995年に脱退。ソロ活動をスタートさせ、1997年にリリースしたアルバム「ミレニアム」で大ブレ
イクを果たし、「21世紀全英で最も売れているアーティスト」とも評されたロビー・ウィリアムズのソ
ロ・ライヴ作品。

井上苑子「リメンバー」 配信中
6月6日（水）にリリースするミニアルバム「Mine.」の収録曲である、「リメンバー」。寂しくて忘れられ
ず、まだ相手への気持ちが残っている主人公の目線で描かれており、キャッチーなギターのフレー
ズとピアノの旋律が印象的でいてどこか切なさを感じさせる「リメンバー」を是非チェック。

井上陽水「care」 配信中
今回の楽曲はポカリスエットの新CMソングとして、井上陽水が書き下ろした楽曲。映画やドラマで
活躍中の女優、吉田羊さん・鈴木梨央さんが母娘役として出演する人気シリーズの第9弾。

九星隊「Kiss Me Fire」 配信中
目指すは九州で一番の星（スター）！ワタナベエンターテインメントによる“九州を元気にするプロ
ジェクト”として、ご当地アイドル育成バラエティー『バリすご8』で選ばれたイケメングループ「九星
隊（ナインスターズ 略称：ナイスタ）」がデビュー！

九星隊「Reach for the STARS」 配信中
目指すは九州で一番の星（スター）！ワタナベエンターテインメントによる“九州を元気にするプロ
ジェクト”として、ご当地アイドル育成バラエティー『バリすご8』で選ばれたイケメングループ「九星
隊（ナインスターズ 略称：ナイスタ）」がデビュー！

高岩 遼「ROMANTIC」 配信中
1990年8月27日生まれ、岩手県宮古市出身。平成生まれのヒップホップ・チームSANABAGUN.（サ
ナバガン）、ニュー・サムライ・ロックンロールバンドTHE THROTTLE（ザ・スロットル）のフロントマン
として活躍。

今井美樹「あなたはあなたのままでいい」 配信中
今井美樹が、舘ひろしと黒木瞳が主演を務める6月9日（土）公開の映画『終わった人』の主題歌を
担当することが明らかとなった。曲名は「あなたはあなたのままでいい」。6月6日（水）に発売される
3年ぶり20枚目のオリジナルアルバム『Sky』に収録される。

山崎まさよし「One more time, One more chance」 配信中
1995年に「月明かりに照らされて」でデビュー。1997年公開の主演映画『月とキャベツ』の主題歌
「One more time, One more chance」がロングヒットし、ブレイク。精力的な全国ツアーを行ってきた
ほか、ミュージシャンとしてのセッション参加なども数多く、映画音楽等も手がけている。

山崎まさよし「空へ」 配信中
1995年に「月明かりに照らされて」でデビュー。1997年公開の主演映画『月とキャベツ』の主題歌
「One more time, One more chance」がロングヒットし、ブレイク。精力的な全国ツアーを行ってきた
ほか、ミュージシャンとしてのセッション参加なども数多く、映画音楽等も手がけている。

山崎育三郎「I LAND」 配信中
2018年に入っても、ドラマ、映画、ミュージカルと大活躍中の山崎育三郎 初のオリジナルアルバム
収録曲！

山崎育三郎「Keep in touch」 配信中
初のライブツアーを経て、ファンへの想いを綴った本人初作詞楽曲！ドラマ・バラエティー・ミュージ
カルで大活躍中の山崎育三郎。2017年は月9ドラマ「突然ですが、明日結婚します」や初主演ドラ
マ「あいの結婚相談所」に出演するなど、大きな話題に。

指揮者：ヴァレリー・ゲルギエフ「くるみ割り人形」 配信中

※本編に字幕・吹替はございません。予め、ご了承ください。／ゲルギエフは、キーロフ・オペラ／
バレエとの仕事に年間250日を費やしており、1997年以降メトロポリタン・オペラの首席客演指揮
者、ロッテルダム・フィルの首席指揮者でもある。これらは彼の西側諸国での最初のポストである
が、世界でも第一線のオーケストラと数多くの共演をおこなっている。

寿君「あー夏休み」 配信中
この夏のビーチ・アンセム決定！！TUBE『あー夏休み』を大胆にフレーズ・サンプリングした、寿君
節炸裂の超夏うた！

寿君「一人じゃない」 配信中

レゲエ激戦区関西エリアでスキルを磨き、確実に現場を盛り上げる鉄板ボーイ寿君（コトブキク
ン）！一度聞いたら虜になる中毒性の高い歌声とキャッチーなメロディーと多くの共感者を生み出
すストリートを反映したリリックを武器にヒット曲を量産。ここ数年でまさにレゲエシーンの期待の星
となった鉄板ボーイ＝寿君の勢いが止まらない！
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配信本数：約275本

※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。
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内容

ユニバーサル ミュージック LIVE
◆スマホ/タブレット/PCでご視聴いただける対象作品はWEB（ http://jvod.myjcom.jp/mihodai/channel/UMUSIC01）よりご確認ください。

宗像美樹「あなたと出逢えて」 配信中
どんな時でも好きな人と一緒に幸せに歩み続けていきたいという想いを込めて自身で作詞をした
恋愛ソング。Music Videoは幸せながらも時には切なく、思わず涙を流してしまうような恋愛模様を
綴った感動ストーリーをアニメーションで表現しています。

森山直太朗「人間の森」 配信中
ドラマ「記憶」主題歌となる楽曲「人間の森」は、森山直太朗と楽曲共作者の御徒町凧がドラマのス
トーリーを聞き、そこからイメージを膨らませて制作。歌声が優しく心に降り注ぐような、悲しみと美
しさを湛えたバラードナンバーとなりました。

青山テルマ「世界の中心 -We are the world-」 配信中

なんと“パラパラ・サウンド”にトライ。1999年に第三次ブームを向かえ、当時のクラブ・シーンを席
巻したビート＆サウンドをさらに昇華させたハイエナジーなトラックは衝撃的。歌詞では、当時の
ギャル文化を象徴するワードを織り交ぜながら、青山テルマならではの視点で描かれる女子のラ
イフスタイルを描写。

東儀秀樹「『ミッション：インポッシブル』 -メイン・テー
マ」

配信中

枠にはまらない雅楽奏者として唯一無二の存在でありながら、表現者として多彩な活動を行い、
人々にインスピレーションを与え続ける東儀秀樹。20年を超えるキャリアを持ちながらも意外にも
“初”となる「シネマ・アルバム」を発売。星の数ほどある「名画の名曲」を東儀ならではの観点から
選曲。

布袋寅泰「202X」 配信中
布袋寅泰、「北斗の拳」との強力タッグ再び！「北斗の拳」連載35周年を記念した「202Xテーマソン
グ」となる待望のニュー・シングル。


